
事 業 名 日程・期間 会 場 入 場 料
押井守と映像の魔術師たち ２月 ６日（日）まで 平田本陣記念館 一般／500円、小・中・高校生／200円
山陰の豊かな自然と四季を描く ２月27日（日）まで 今岡美術館 高校生以上／600円、中学生以下無料
冬木立 ２月28日（月）まで 平野勲記念館 中学生以上／200円、小学生以下無料
初春と出雲の大国さま［収蔵洋画展　同時開催］ ３月 ６日（日）まで 出雲文化伝承館 一般／500円、高校生以下無料
文字とともに ３月13日（日）まで 手錢記念館 一般／600円、高校生以下／400円
平田ゆかりの漢詩人展 ２月11日（金）～13日（日） 平田文化館 無料

文化施設主催２月の展示・教室

事 業 名 日程・期間 会 場 入 場 料
平成22年度ふるさと平田再発見
　平田地域小中学生写真・絵画・書道展 ２月 ５日（土）・６日（日） 平田文化館 無料

市民団体主催２月の催し
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出雲文化伝承館

出雲市民会館出雲市民会館

出雲文化伝承館

市民の皆さんが制作された、陶芸・
木工芸等を多数展示します。
また、今年度の公募展で市長賞・教
育長賞を受賞された優秀作品を一堂
に集めて展示します。
この機会にぜひご鑑賞ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　
■と　き／３月４日（金）～６日（日）
　　　　　10時～17時
　　　　　（最終日は16時まで）

■ところ／出雲文化伝承館
　　　　　縁結び交流館

■入場料／無料

■おたずね／文化スポーツ課
　　　　　　TEL.21－6514 昨年の様子

「第12回工芸展」
「平成22年度公募展 優秀作品展」

■と　き／２月10日（木）
　　　　　18：30開演（18：00開場）

■入場料（全席指定）／5,500円（当日6,000円）
　※前売券が完売の場合は、当日券の販売はありません。

■プレイガイド
　【出雲】出雲市民会館・ビッグハート出雲
　　　　 アツタ楽器・パラオ・ラピタ本店
　　　　 ジャスコ出雲店・平田文化館
　　　　 大社文化プレイスうらら館
　　　　 スサノオホール
　【松江】しまね文化情報コーナー（島根県民会館内）
　【全国】ローソンチケット　Lコード　62159
　　　　　　　　　　　　　 電話予約　0570－084－006

■おたずね／出雲市民会館　TEL.24－1212

稲垣潤一
　アコースティックライブ2011
　　　　～スペシャルゲスト　岡本真夜～

とびきりのお笑いをお届けします！！
■と　き／２月13日（日）
　　　　　14：00開演（13：30開場）

■主な出演／橘家圓蔵
　　　　　　オール阪神・巨人
　　　　　　吉本新喜劇（チャーリー浜ほか）

■入場料（全席指定）／2,000円（当日2,500円）
　※宝くじの助成による特別料金
　※前売券が完売の場合は、当日券の販売はありません。

■プレイガイド
　【出雲】出雲市民会館・ビッグハート出雲
　　　　 ラピタ本店・ジャスコ出雲店・平田文化館
　　　　 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（島根県民会館内）
　【全国】ローソンチケット　Lコード　62137
　　　　　　　　　　　　　 電話予約　0570－084－006

■おたずね／出雲市民会館　TEL.24－1212

同時開催

宝くじふるさとワクワク劇場 in 出雲

「第12回工芸展」作品募集
■出品規格／陶磁、染織、漆、金工、木竹工、七宝、硝子、革、

その他工芸品として認められるもので、３年以内
に作成した自作の作品。ただし、審査のある作品
展等に出品した作品や特別な展示を要する作品、
取り扱い管理が極端に困難な作品は除きます。

■出品点数／１人１点（組）
　　　　　　（「シリーズ茶碗３点セット」など
　　　　　　　関連性のある組み合わせは１組とします）

■出 品 料／500円（作品搬入時にお支払いください）

■申込方法／出雲市役所又は市内各コミュニティセンターに
設置してある申込用紙に必要事項を記入のうえ、
文化スポーツ課又はコミュニティセンターへ提出
してください。

■申込期限／２月４日（金）

■おたずね／文化スポーツ課　TEL.21－6514

残 席
わずか
残 席
わずか
残 席
わずか

［市長賞・教育長賞受賞のみなさん（敬称略）］
部門 市長賞 教育長賞
日本画 小川明夫 森脇純子
洋画 岩 田　 悟 中村和雄
書道 川上玉溪 伊藤伸美
写真 森山豊治 藤江松男
ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ 河井尚子 中村美枝子
俳句 田中清子 西村松子
川柳 松本文子 但見石花菜
短歌 山根芙美子 石橋信子
漢詩 安黒正雄 早内敏生
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（幼児～高校生対象　平成23年５月入校）

■受講開始／平成23年５月
■会　　場／出雲交流会館（今市小学校北隣）
■申込方法／入校願書に記入し、「出雲芸術アカデミー事務局」へ

郵送または持参してください。（FAX不可）
■募集要項／２月上旬より、アカデミー事務局、市役所本庁・各支

所、市民会館、ビッグハート出雲、うらら館、平田文
化館に配置します。また、出雲芸術アカデミーのホー
ムページにも掲載します。

■願書受付／平成23年２月15日（火）～３月11日（金）

上記のほか、特別講座として中井章徳先生の「中高生のための音楽基礎研究」（音楽で受験予定の生徒対象）、芦原充先生の「３歳
から６歳のためのヴァイオリンレッスン」の受講者も募集予定です。詳細はアカデミーのホームページで３月ごろお知らせします。

出雲芸術アカデミー事務局
〒693－0002　出雲市今市町北本町2－1－10
TEL. 21－6371　FAX. 21－6372　　e-mail. academy-arts@local.city.izumo.shimane.jp
（お電話での問い合わせは、月曜日除く9：00－17：00）

おたずね
・

受講申込

2011年度 出雲芸術アカデミー音楽院2011年度 出雲芸術アカデミー音楽院2011年度 出雲芸術アカデミー音楽院
　　　　　　　　幼児科・本科受講生募集（春季）　　　　　　　　幼児科・本科受講生募集（春季）　　　　　　　　幼児科・本科受講生募集（春季）
2011年度 出雲芸術アカデミー音楽院2011年度 出雲芸術アカデミー音楽院2011年度 出雲芸術アカデミー音楽院
　　　　　　　　幼児科・本科受講生募集（春季）　　　　　　　　幼児科・本科受講生募集（春季）　　　　　　　　幼児科・本科受講生募集（春季）

【幼児科】３～６歳対象（親子リトミックコース）
講座名・対象 曜日・時間帯 開講回数 定員 月額受講料

リトル
（H20．４．２～H21．４．１生まれの幼児と
 その保護者）

第１･３水曜午前

50分間の講座を
月２回程度

（年間20～ 22回）

１クラス
15組程度 1,000円

第２･４土曜午前

マミー&ミー
（H18．４．２～H20．４．１生まれの幼児と
 その保護者）

第２･４火曜夕方
第１･３土曜午前
第２･４土曜午前
第１･３日曜午前

トライ&ドゥー
（H17．４．２～H18．４．１生まれの幼児と
 その保護者）

第１･３火曜夕方
第１･３土曜午前
第１･３日曜午前

【本　科】小学生～高校生対象（合唱コースまたはオーケストラコース）
※本科希望の場合は、３月26日（土）に「適性をみるための演奏と面接」を行います。　※平成23年度の学年を表記しています。

コース 講座・対象 開講回数 定員 月額受講料

合唱 音楽入門（小学１･２年）

月４回程度
（年間40 ～ 44回）

 30名程度 2,000円
合唱（小学３年～高校２年）  定員なし 2,500円

オーケストラ
［弦楽器］
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
［管打楽器］
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、打楽器

入門：初心者対象の個人レッスン中心
 • ヴァイオリン（小学１年～中学３年）
 • チェロ（小学３年～中学３年）
 • 上記以外（小学４年～中学３年）

［弦楽器］
 各６名程度
［管打楽器］
 各３名程度

5,000円

オーケストラ：経験者対象
 • 弦楽器（小学１年～高校２年）
 • 管打楽器（小学４年～高校２年）

［弦楽器］
 定員なし
［管打楽器］
 各６名程度

3,000円

※各科・コースとも受講料以外に教材費・消耗品費等が必要となります。　　※オーケストラコースで楽器借用等の場合、月額1,000円が別途必要です。
※申込多数の場合等、希望のコースを受講できない場合があります。

　出雲芸術アカデミー 検 索

事前説明会を開催します！
　【日時】２月20日（日）　10：30～ 1時間程度
　【会場】出雲交流会館　　（受付10：00～）
“出雲芸術アカデミーって？”“どんなことをしているの？”
出雲芸術アカデミー音楽院の説明をはじめ、幼児科の模擬
講座体験や本科受講生の演奏などを行います。どなたでも
ご参加いただけます。説明会の時に募集要項をお渡しする
こともできます。
 　　 参加を希望される方は…  　　　　　　　　　　　 
TEL、FAX、メール、郵送のいずれかで、事前に ①氏名
②年齢 ③電話番号 ④説明会参加希望 ⑤幼児科模擬講座体験
希望の有無　の旨をアカデミー事務局までお知らせください。

　出雲芸術アカデミーは、学校・地域社会・市民の活動を基盤としながら、芸術文化を通して21世紀を
支える子どもたちの豊かな心を培い、個の持つ素晴らしい感性を引き出す《心》の育成の場として、平成
17年10月に開設されました。「真・善・美の追求」と「心・技・体の調和」を理念とし、「教育・研究・演奏」
を三位一体とする活動を理想としています。それを実現するために、次の３つの機関が設けられています。

●音楽院 ･･･ 子どもたちを中心とした人材育成　●音楽研究院 ･･･ 指導者育成活動
●出雲フィルハーモニー交響楽団 ･･･ 演奏活動

　ここで学んだ子どもたちが出雲フィルハーモニー交響楽団の演奏会に出演したり、
大人に負けないぐらいの素晴らしい歌声を聴かせてくれたりと成果が現れています。




