
出雲市民会館

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～

ビッグハート出雲

■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　白のホール
■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）
■おたずね／出雲芸術アカデミー事務局　TEL.21－6371

出雲市民会館

『囲碁・将棋フェスティバル』
～プロ棋士による指導対局～

■と　き／１０月９日（土）  １４時～17時
■ところ／出雲市民会館　展示室
■申込み／囲碁（定員３０名）・将棋（定員４０名）とも、
　　　　　当日先着順で受け付けます。 （受付12時30分～）
　　　　　◇指導棋士／【囲碁】 桑本　晋平　六段他・下坂美織　初段
　　　　　　　　　　　【将棋】 森 　雞二　九段
　　　　　　　　　　　　　　 里見　香奈　女流名人・倉敷藤花
■参加料／一般1,000円、高校生以下500円
　　　　 注）指導棋士などが変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
■おたずね／出雲市民会館　TEL.２４－１２１２

神在月 神々の集う出雲で体感する
出雲フィルハーモニー交響楽団 
第13回定期演奏会　名曲プロムナードシリーズ
■と　き／11月７日（日）  14時開演 （13時開場）

■ところ／出雲市民会館
　　　　　◇指　　揮／中井章徳
　　　　　◇ヴァイオリン／芦原　充
　　　　＊ジュニアオーケストラもオープニングで演奏します！

■演奏曲／バレエ音楽（ロミオとジュリエット）
　　　　　作曲・プロフィエス　　　　　　ほか

■チケット情報
　　　　一　般：2,000円（当日2,300円）
　　　　ユース[25歳以下の学生対象] ：500円（当日700円）
　　　　ペ　ア：2,500円（前売のみ）
　　　　　※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。無料託児室を設けますので
　　　　　　ご希望の方は事務局までお申込ください。（10／29（金）までに要予約）

■プレイガイド
　　　【出雲】アツタ楽器・出雲市民会館・ビッグハート出雲
　　　　　　平田文化館・ジャスコ出雲店・パラオ・ラピタ本店
　　　　　　大社文化プレイスうらら館
　　　【松江】しまね文化情報コーナー・プラバホール
　　　【全国】ローソンチケット
　　　　　　（Lコード：61618）　TEL.0570－084－006

■申し込み・おたずね
　　　　　出雲芸術アカデミー事務局　TEL.21－6371

出雲市民会館

スサノオホール

ふれあい亭
若手落語家による古典落語と大喜利
■と　き／10月９日（土）
　　　　　開演14時 （開場13時30分）
■ところ／スサノオホール
■入場料／一　　般：1,000円（当日1,200円）
　　　　　高校生以下：　 500円（当日　700円）
　　　　　※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

■おたずね／NPO法人スサノオの風
　　　　　　 TEL.84－0833

「泥棒と若殿」松平成信
（坂東三津五郎）

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！
第21回出雲阿国歌舞伎  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
　　　　　＊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
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事 業 名 日程・期間 会 場 入 場 料
大名茶人 細川三斎とその周辺 10月20日（水）～11月28日（日） 出雲文化伝承館 一般／800円　高校生以下無料
画業45周年 園山幹生展 10月２日（土）～11月14日（日） 平田本陣記念館 一般／500円　小・中・高校生／200円
本陣被仰付～名画が伝える名家の文化～ 10月９日（土）～11月23日（火・祝） 手錢記念館 大人／500円　高校生以下無料
第３回平野勲漫画コンクール作品展 10月３日（日）～11月29日（月） 平野勲記念館 中学生以上／200円
パッチワークキルト展 10月16日（土）～18日（月） 多伎文化伝習館 無料

文化施設主催10月の展示・教室

事 業 名 日程・期間 会 場 入 場 料
出雲市東部ブロック小中学校連合音楽会 10月15日（金） 平田文化館
混声合唱団まほろば20周年記念演奏会 10月23日（土） 大社文化プレイスうらら館 有料
油絵グループたけの子会展 10月８日（金）～10日（日） 平田文化館
たいしゃ俳句大会 10月17日（日） 大社文化プレイスうらら館 投句料／1,000円
平田短歌大会 10月23日（土） 平田学習館
ふるさとの民芸展 10月23日（土）・24日（日） 平田文化館
平田民謡大会 10月３日（日） 平田文化館
第４６回邦楽邦舞鑑賞会 10月31日（日） 平田文化館 500円
山野草展 秋季展示会 10月９日（土）・10日（日） 平田文化館
池坊・小原流合同いけばな展 10月10日（日）・11日（月・祝） 平田文化館

市民団体主催10月の催し



参加者・出演者募集
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出雲芸術アカデミー音楽院
受講生秋季募集
出雲芸術アカデミーでは、12月からの音楽院受
講生を募集します。

■願書受付〆切／11月17日（水）
　＊本科希望者は、11月27日（土）に
　　「適性を見るための演奏と面接」を行います。

■申し込み・おたずね
　出雲芸術アカデミー事務局　TEL.21－6371

カブいて踊ろう！
「出雲神あそび」参加者募集！！
昨年、「市川染五郎 出雲公演」の特別プログラム
として創作されたオリジナルの唄と踊り「出雲神
あそび」（作詞：鈴木英一　作曲：村治崇光　振付：市川染五郎）
を使った日本舞踊のワークショップです。

■参加資格／幼児、小・中学生
■応募締切／平成22年11月８日（月）
■参 加 費／1,000円
　　　　　　（ワークショップ３回、本公演の保険料を含みます）
■日時・場所
　[ 第１回 ]　11月21日（日）　14：00～
　　　　　　 パルメイト出雲
　[ 第２回 ]　11月28日（日）　14：00～
　　　　　　 パルメイト出雲
　[ 第３回 ]　12月４日（土）　18：00～
　　　　　　 大社文化プレイスうらら館
　[発表公演 ]
　　　ＩＺＵＭＯ伝統文化こどもフェスティバル
　　　　　　 12月５日（日）　14：00（開演）
　　　　　　 大社文化プレイスうらら館
 ※公演は子どもたちだけでの発表となります。

■講 師／松
まつ

本
もと

　幸
こう

龍
りゅう

 先生ほか
■服 装／浴衣、足袋（各自でご用意ください）
■申し込み・おたずね
　　　　　　出雲市民会館　TEL.24－1212

　　平成23年度　
　  出雲メセナ協会支援事業募集
出雲メセナ協会では、出雲地域の芸術文化活動
を支援しています。
このたび、平成23年度助成について、下記のと
おり支援（助成）対象となる活動を募集します。

■対象となる活動　
　　　　出雲地域の芸術・文化の普及、向上、

発展に寄与する地域文化活動や事業
で、出雲市内で行うもの。

■対象分野
　　　　音楽、美術、演劇、伝統芸能など
■活動の実施時期
　　　　平成23年１月～12月
■助成金額
　　　　助成対象経費の１／２以内
■応募期限
　　　　平成22年10月31日（日）

■申し込み・おたずね
　　　　出雲メセナ協会事務局
　　　　　　　　　　　TEL.21－6317

【スポーツ教室　受講者募集】
教室名 開催日 ところ 参加資格 参加費 申込み・おたずね

気分爽快！
リフレッシュ体操

10月6日（水）
　～12月22日（水）の
毎週水曜日
18時30分～19時30分 佐田伝統芸能伝承館

20代～50代の男女

200円／回 ＮＰＯ法人スサノオの風
藤原さん（TEL.84－0835）

楽く楽く運動教室
毎月第1火曜日
（1月は第2火曜日）
9時30分～11時

運動不足の方
運動が必要な方

初心者のための
弓道教室

10月9日（土）
　～11月27日（土）
毎週水・土曜日
19時30分～21時

一の谷公園弓道場 18歳以上
定員8名 1,500円程度

出雲市体育協会弓道部
森山さん
（TEL.090－1334－6410
 FAX.21－1806）

平成22年度
出雲ジュニア
バレーボール教室

【後期】

10月2日（土）
　～3月27日（日）
16時～18時30分

高浜小学校体育館 小学校3年生～6年生の男女 4,000円
出雲市バレーボール連盟
米山さん
（TEL.090－7132－7503）

柔
道
教
室

①出雲柔道教室
②平田少年柔道教室
③大社柔道教室
④精華柔道館
⑤神成館

①毎週 火・木・土
②毎週 火・木
③毎週 水・日
④毎週 水・日
⑤毎週 月・木・土・日

①サン・アビリティーズいずも
②平田中学校
③大社中学校
④精華柔道館
⑤神成館

①幼稚園・小学生男女
②小学生男女
③小学生男女
④幼稚園・小中学生男女
⑤幼稚園・小中学生・高校生男女

①  1,500円／月
②12,000円／年
③　  500円／月
④  3,000円／月
⑤  2,000円／月

①新宮さん（TEL.22－6060）
②山崎さん（TEL.63－1163）
③小林さん（TEL.53－3586）
④石飛さん（TEL.86－2076）
⑤落合さん（TEL.28－2949）

平成22年度
健康ウォーキング

①10月6日（水）
　9時30分～
②11月14日（日）
　8時～
③1月9日（日）
　9時～
④3月23日（水）
　8時30分～

①日御碕周辺コース
②出雲北山縦走コース
③出雲大社周辺
④松江しんじ湖温泉周辺

特になし 無料 平田スポーツ公園
木佐さん（TEL.62－1011）

【大会参加者募集】
教室名 開催日 ところ 参加資格・参加費 申込期限 申込み・おたずね
第18回

出雲市ラージボール卓球大会 12月5日（日）  8時00分～ 出雲体育館 市内に在住又は勤務の社会人 11月24日（水） 出雲市ラージボール卓球協会伊藤さん（TEL.22－0520）

第５回
親子ふれあいビーチボール大会 1月23日（日）  9時00分～ 出雲体育館 一般男女及び中学生未満 1月7日（金）

島根県ビーチボール協会
渡部さん（TEL.23－5944）第19回

出雲市ふれあいビーチボール大会 2月27日（日）  9時00分～ 出雲体育館 一般男女 2月11日（金）

【スポーツ施設案内】
施設名 内容 料金 おたずね

湖遊館

10月２日（土）から一般滑走開始
営業時間10：00～ 19：00　　毎週火曜日は休館

中 学 生 以 下
高校・大学生
一 般

1,000円
1,200円
1,500円 湖遊館　TEL.62－5600

10月２日（土）
10時からオープニングイベントを開催

滑走料金無料
※貸靴代400円が必要

科 コース・講座 対象

本

科

合唱
音楽入門 小学 1・2年生

合唱 小学 3年生～高校 1年生

オ

ー

ケ
ス
ト
ラ

入門
（初心者）

小学 4年生～中学 1年生で
次の楽器
クラリネット、ホルン、
トランペット、トロンボーン

オーケス
トラ

（経験者）

小学 1年～高校 1年生で
次の楽器
ヴァイオリン、ヴィオラ、
チェロ、コントラバス、
フルート、オーボエ、
クラリネット、ファゴット、
ホルン、トランペット、
トロンボーン

別
科

一般合唱（混声） 55歳以上の方

オーケストラ・レ
パートリー（第Ⅳ期
　11月 27日～）

18 歳以上で、オーケストラ
で演奏できる技術を有し、
楽器をお持ちの方

スポーツの秋に
いい汗流してみませんか




