出雲市民会館

出雲メセナ協会出雲市合併５周年記念事業

劇団四季ミュージカル『コーラスライン』

財津和夫LIVE＆TALK2010

■と き／11月3日
（水・祝）
（開場17 : 30）
開演18 : 00
■ところ／出雲市民会館
■入場料／全席指定、税込
Ｓ席 8,000円
Ａ席 7,000円
Ｂ席 6,000円

■と き／ 11月4日（木） 開演19 : 00（開場18 : 30）
■ところ／出雲市民会館
■入場料／全席指定
S席 6,000円 A席 5,000円
※就学前のお子さまのご入場はご遠慮ください。
託児室をご利用ください。（無料・10/22（金）までに要予約）

■おたずね・託児の申込み
出雲メセナ協会事務局

これまでの公演より
（撮影：上原タカシ）
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。
託児室をご利用ください。
（無料・10/25（月）
までに要予約）

TEL.21−6371

■おたずね・託児の申込み

企画制作：MSエンタテインメント・プランニング
提
供：ビクターミュージックアーツ/ピラミッド

出雲市民会館

TEL.24−1212

山本周五郎原作「泥棒と若殿」他で存分にお楽しみください！

ビッグハート出雲

第21回出雲阿国歌舞伎

出雲芸術アカデミー音楽院指導者による

松竹大歌舞伎

■と

き／１１月１７日
（水） ２回公演
昼の部：開演１3 : 30
（開場１３: 00）
夜の部：開演１８: 00
（開場１７:３０）
■ところ／出雲市民会館
■入場料／全席指定
Ｓ席：6,000円、Ａ席：5,000円、
Ｂ席：4,000円

アカデミック・リサイタル
〜フランス・ロシア近代音楽の精華〜
■と

き／ 10月2日
（土）
開演15:00
（開場14:30）
■ところ／ビッグハート出雲
■入場料（全席自由）
大
人／ 1,000円（当日1,200円）
高校生以下／ 500円（当日600円）
※託児サービスあります。
●チケット発売開始 9月1日
（水）
■プレイガイド
【出雲】
ビッグハート出雲、出雲市民会館、アツタ楽器、
平田文化館、大社文化プレイスうらら館、
出雲芸術アカデミー
【雲南】加茂文化ホール
【松江】松江市総合文化センター プラバホール
■おたずね・託児の申込み
出雲芸術アカデミー事務局 TEL.21−6371

＊就学前のお子さまのご入場はご遠慮く
ださい。
託児室をご利用ください。
（無料・11/5（金）
までに要予約）

■おたずね・託児の申込み
出雲市民会館 TEL.２４−１２１２

「泥棒と若殿」松平成信
（坂東三津五郎）

大社文化プレイスうらら館

京劇青少年劇場2010
湖北省京劇院訪日公演
■と

き／１０月２７日
（水）
開演１８:３０(開場 １８:００)
■ところ／大社文化プレイスうらら館
だんだんホール
■入場料／一
般：３,０００円（全席指定）
当日券：３,５００円
小中高校生：１,５００円（全席指定）
当日券：２,０００円

サウンドフェスタ大心路2010
■と き／９月１９日
（日） 開演13:30（開場1２:30）
■ところ／ビッグハート出雲
■入場料／５００円（当日７００円）
■プレイガイド／ビッグハート出雲ほか
好評発売中
■おたずね／サウンドフェスタ実行委員会事務局（ライム内）
TEL.２３−６９１５

※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。
託児室をご利用ください。（無料・１０/１５
（金）
までに要予約）

■おたずね・託児の申込み
出雲市民会館

TEL.２４−１２１２

文化施設主催９月の展示・教室
事

業

名

日程・期間

会

場

出雲文化伝承館

入

場

料

絵手紙教室

9月11日
（土）

一般 700 円

郷土作家顕彰松下雲畝

9月26日
（日）まで

出雲文化伝承館

一般 500 円

我国の画壇に新風を巻き込んだ郷土作家

（土）〜11月28日（日）
9月 4日

今岡美術館

高校生以上／ 600 円 中学生以下無料

茶の湯の漆工

9月27日
（月）まで

手錢記念館

大人／ 600 円 高校生以下／ 400 円

高校生以下無料

市民団体主催９月の催し
事
むらくも座

業

名

湯けむり芝居 2010 秋公演

ライブ in 旧国鉄大社駅

日程・期間

会

場

入

9月25日（土）

ゆかり館

有

料

9月26日
（日）

旧国鉄大社駅

有

料

場

料
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参加者・出演者募集

第9回 青少年のための「オーケストラ塾」
「オーケストラで演奏してみたい」
「もっと楽器が上手になりたい」
「プロの
音楽家の指導を受けたい」という皆さんを募集します。
11月7日（日）開催の「出雲フィルハーモニー交響楽団 第13回定期演奏
会」のオープニングに、
《ジュニアオーケストラ》として出演します。
象･･･中学3年生および高校生の楽器経験者で、
楽器が用意でき、下記日程の講座・本番に参加できる方
（欠席が多い場合はお断りすることがあります）
♪参 加 費･･･2,000円
♪日
程･･･10月10日（日）、11日（月・休）、31日（日）、
11月3日（水・祝）、6日（土）
11月7日（日）全日（本番）
♪指
揮･･･中井章徳（出雲芸術アカデミー芸術監督）
※パート等はこちらで決めます
♪申込方法･･･申込用紙に必要事項を記載し、申し込みください
♪申込締切･･･9月24日（金）
※申込用紙は、出雲芸術アカデミー事務局にあります。
また、9月上旬に各学校へもご案内いたします。

第９回いずも音楽コンクール

第９回いずも新春コンサート

■と き／１１月２１日（日）

■と き／平成２３年１月９日（日）

１０：００〜１７：００

１４：００〜１６：００

■ところ／ビッグハート出雲 白のホールほか

■ところ／ビッグハート出雲 白のホール

■参加資格／県内小学校児童・中学校生徒

■種 目／洋楽・邦楽の声楽、器楽ソロまたは

♪対

（弦楽器の部は幼児の参加も可）
■参加部門／①小学校歌唱の部
②中学校歌唱の部

音楽芸術を専門に学んだ（でいる）

③幼児〜小学校３年生の弦楽器の部

満２０歳以上の方

④小学校４年生〜６年生の弦楽器の部
⑤中学校弦楽器の部
■参加料／独唱・独奏 １人１，
０００円、
重唱・重奏 １人５００円
■申込期限／１０月１５日（金）必着
■申し込み・おたずね

おたずね・申し込み
出雲芸術アカデミー事務局 TEL.21−6371

重唱・奏（五重唱・奏まで）
■応募資格／出雲地域在住または出身者で、

いずも音楽コンクール実行委員会
（出雲市民会館内）
TEL.２４−１２１２

■参加料／２０，
０００円
（重唱・奏は１人１０，
０００円）
■申込期限／９月３０日（木）必着
■申し込み・おたずね
いずも新春コンサート実行委員会
（出雲市民会館内）
TEL.２４−１２１２

市民参加部門 作品募集
部門

催物名・開催日・会場

出品規格等

申込方法
出詠料１，
０００円（切手不可）を添えて、住所・氏名・
電話番号を明記のうえ、石富洋子さんへ。
●申込先 〒６９３−００４４ 荒茅町６７２
TEL ２８−２３９０
●締 切 ９月１４日（火）

短

第６０回出雲短歌大会
11 月 3 日（水・祝）
歌
出雲市民会館
３０１会議室

洋

サ イ ズ：油彩は４号〜１００号、水彩は四ツ切以上、 ㈲米原画材店頭にある所定の申込用紙に記入のうえ、
出雲市美術展［洋画］
版画は特に制限なし
出品料１，
０００円を添えて、㈲米原画材へ。
１１月５日
（金）〜７日
（日）
点
数：１人２点まで
画
●申込先 〒６９３−０００１ 今市町７１６
出雲文化伝承館
●搬入 １１月４日（木）１２：００〜１４：３０
TEL ２１−０７６６
縁結び交流館
●搬出 １１月７日（日）１６：００〜１７：００
●締 切 １０月２５日（月）

書

対
象：市在住または在勤者
作品規格：仕上がり寸法で全紙以内（タテ・ヨコ自由） 住所・氏名・電話番号・題名を記入のうえ、はがき又は
FAX で、杉原恒心さんへ。出品料１，
０００円は搬入時
出雲市美術展「書道」
の書造形作品
に。
１１月５日
（金）〜７日
（日）点
数：１人１点
道
●申込先 〒６９３−０００１ 今市町１２２５
ビッグハート出雲
そ の 他：額装又は軸装した未発表作品に限る。刻字
は別、アクリル可、ガラス使用は認めない。
TEL/FAX ２２−１６２１
アートギャラリー
●搬入 １１月４日（木）１３：００〜１４：００
●締 切 １０月１０日（日）
●搬出 １１月７日（日）１６：００〜

川

柳

点
数：１人１首
そ の 他：自作未発表作品に限る

第３２回出雲市川柳大会
１１月１３日（土）
兼題：
「無」
「利」
「進む」
「ゲーム」
「広い」
「構える」
パルメイト出雲
（各題２句吐）
パルメイトホール

俳

句

第５４回出雲市俳句大会（１）事前募集句：雑詠３句
１１月１４日（日）
（２）大会当日句：当季（秋・冬）雑詠３句
出雲市民会館
３０１会議室
そ の 他：いずれも未発表作品に限る

漢

詩

出雲漢詩大会
１１月２０日（土）
・
２１日（日）
出雲市立中央図書館

（１）事前募集句
投句料１，
０００円（切手不可、
現金・小為替）を添えて、
所定の用紙に句・住所・氏名を明記のうえ、郵送で若林
恒子さんへ。
●申込先 〒６９３−０００６ 白枝町１０７４−１０
TEL ２３−０３６０
●締 切 １０月１４日（木）
（当日消印有効）
（２）大会当日句
大会当日、出句と投句料１，
０００円を受付へ。
●受付時間 １１時３０分〜１２時３０分

漢詩と読み下しを記入し、郵送で田高一成さんへ。
出品料は無料。
詩題は自由。絶句・律詩・排律詩で、自作のものに限る。 ●申込先 〒６９３−００６２ 中野町６９７−１８
TEL/FAX ２１−８５４１
●締 切 ９月３０日（木）

（１）公募部門
点
数：１人３点まで
サ イ ズ：６号〜２０号
そ の 他：新作で額装されたもの
出雲市美術展「日本画」
（２）審査対象外作品
１２月３日
（金）
〜５日
（日）
日本画
点
数：１人１点
出雲文化伝承館
サ イ ズ：３０号〜８０号
縁結び交流館
そ の 他：発表済みの作品も可、額装されたもの
●搬入 １２月２日（木）１３：００〜１４：００
●搬出 １２月５日（日）１６：１０〜

写

投句料１，
０００円（現金又は小為替、切手不可）を添
えて、伊藤玲子さんへ。
●申込先 〒６９３−０００６ 白枝町４２３
TEL ２３−３２００
●締 切 １０月２９日（金）

所定の申込用紙に記入のうえ、出品料１，
０００円（審査
対象外作品は無料）を添えて、㈲米原画材又は大森幹
雄さんへ。
●申込先
（㈲米原画材）〒６９３−０００１ 今市町７１６
TEL ２１−０７６６
（大森 幹雄）〒６９１−００７６ 園町２８４
TEL ６９−１０４０
●締 切 １１月２８日（日）

サ イ ズ：四ツ切〜ワイド四ツ切
点
数：１人３点まで（カラー・モノクロ）
そ の 他：未 発 表 作品に限る。単 写 真 で、木 製 パネル
出雲市美術展「写真」
貼り又は額 入りでガラスを外したものに必ず 事前の申し込みは不要。公募関係の問い合わせは山根
１２月３日
（金）
〜５日
（日）
吊りヒモを付ける。撮影された作品は、本人 功さんへ。出品料は１点につき１，
真
０００円、搬入時に。
出雲文化伝承館
又は管理者に了解を得て出品する。
●問合先 TEL ２４−０５５２
縁結び交流館
●搬入 １１月 20 日（土）１３：００〜１７：００
出雲市民会館 305 会議室
●搬出 １２月５日（日）表彰式終了後

はがきに、氏名・住所・電話番号・作品のタイトル・作
パッチワーク・キルト展 サ イ ズ：タペストリー（タテヨコそれぞれ８０〜１５０
品のサイズを明記のうえ、有藤 典子さんへ。出品料は
㎝くらい）
１２月１０日（金）
１点につき１，
０００円、搬入時に。
パッチ
〜１２日（日） そ の 他：教室に所属せず、オリジナル作品に限る
●申込先 〒６９３−００１１ 大津町１１１３−１６
ワーク
●搬入 １２月９日（木）１０：００〜
出雲文化伝承館
TEL ２２−７０７４
●搬出 １２月１２日（日）１６：００〜
縁結び交流館
●締 切 １１月３０日（火）
出品規格や申込方法に関するお問い合わせは、各部門の申込先または問合先に直接お願いします。
それぞれの部門で、優秀作品には賞があります。
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