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第 17 回（平成 23 年度） 観て触れて　感じる楽しさ　〜未来へ繋ごう！今輝いて〜

◆と　き／9月11日（日）13：00開演（12：30開場）
◆入場料（全席自由）／500円（当日700円）　※小学生以下無料
◆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

◆とき／11月20日（日） 9：30～17：00（予定）
◆ところ／ビッグハート出雲
◆参加資格／県内の小中学生（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　
　　　　　　③幼児～小学校3年生の弦楽器の部
　　　　　　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14日（金）必着
◆おたずね・申込み／いずも音楽コンクール実行委員会事務局
　　　　　　　　　　（出雲交流会館内）　TEL 21－7580

◆とき／平成24年1月8日（日） 14：00～16：00
◆ところ／ビッグハート出雲　白のホール
◆応募資格／出雲地域在住者または出身者で、音楽芸術を専門に学んだ
　　　　　　または学んでいる満20歳以上の方
◆種　目／洋楽・邦楽の声楽、器楽ソロまたは重唱・奏（五重唱・奏まで）
◆参加料／20,000円（重唱・奏は1人10,000円）
◆申込期限／9月30日（金）必着
◆おたずね・申込み／いずも新春コンサート実行委員会事務局
　　　　　　　　　　（出雲交流会館内）　TEL 21－7580

出雲市文化環境部　文化スポーツ課
出雲市教育文化振興財団事業課（出雲交流会館）

（☎ 21ー6514）
（☎ 21ー7580）

バラエティに富んだ、数々の舞台芸術や伝統芸能などの優
れた芸術文化に触れる機会を、年間を通じて提供します。

第9回サウンドフェスタ大心路

第10回いずも音楽コンクール 参加者募集

第10回いずも新春コンサート 出演者募集

◆と　き／11月8日（火）
　　　　　14:00開演（13:30開場）
◆出　演／中村獅童、片岡秀太郎 ほか
◆演　目／「瞼の母」「お祭り」
◆入場料（全席指定、税込み）／Ｓ席9,000円、Ａ席8,000円
◆プレイガイド／大社文化プレイスうらら館、出雲市民会館、ビッグ
ハート出雲、イオン出雲店、ラピタ本店、平田文化館、スサノオホー
ル、ローソンチケット《L ｺｰﾄﾞ：６４８２２》ほか
※就学前のお子様の入場はできません。託児室をご利用ください。

　［無料・10/24（月）までに要予約］

◆おたずね・託児の申込み／出雲交流会館　TEL 21－7580

中村獅童

第22回出雲阿国歌舞伎

松竹花形歌舞伎

大社文化プレイスうらら館

◆と　き／10月30日（日）
　《昼の部》13：00開演（12：30開場）
　《夜の部》18：00開演（17：30開場）
◆内　容／谷崎潤一郎原作。昭和41年初演、
　　　　　上演回数が1300回を超える伝統の舞台。
　主な出演：高橋惠子、賀来千香子、水野真紀、中越典子
◆入場料（全席指定、税込み）／SS席10,000円、S席9,000円、A席8,000円
　　　　　　　　　　　　　《好評につき昼の部 SS 席残りわずか》
◆プレイガイド／出雲市民会館、ビッグハート出雲、ラピタ本店、ゆめ
タウン出雲、平田文化館、大社文化プレイスうらら館、スサノオホール、
ローソンチケット《L ｺｰﾄﾞ ６４６７８》　ほか
※就学前のお子様の入場はできません。託児室をご利用ください。［無料・10/17（月）までに要予約］

◆おたずね・託児の申込み／出雲交流会館　TEL 21－7580

◆と　き／9月11日（日） 10：00～12：00
◆ところ／出雲文化伝承館　縁結び交流館
◆講　師／田口孝夫（日本絵手紙協会専属講師）
◆募集人数／70人　◆参加料／500円
◆申込期限／9月4日（日）　※電話またはFAXでお申込みください
◆おたずね・申込み／出雲文化伝承館　
　　　　　　　　　　TEL 21－2460 ／FAX 21－4165

◆と　き／ 9月25日（日） 15：00開演（14：30開場）
◆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）
※就学前のお子様の入場はできません。託児室をご利用ください。［無料・9/17（土）までに要予約］

◆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

東宝現代劇特別公演「細雪」

「絵手紙で見つめ直そう　私の故郷」
絵手紙教室　参加者募集

出雲芸術アカデミー音楽院指導者による
アカデミック・リサイタルVol.5
～誰もが知っている“きらきら星”は、誰も知らない“きらきら星”だった～

出雲市民会館

参加者募集

出演者募集

参加者募集

◆と  き／ 9月19日（月・祝）
　　　　  18:30開演（18:00開場）
◆出演／藤原道山（尺八）・ゲスト SINSKE（マリンバ）
◆入場料／［全席指定］一般3,000円（当日3,500円）
　　　　　高校生以下1,000円（当日1,500円）
　　　　　《チケット好評発売中》
◆プレイガイド／ビッグハート出雲、出雲市民会館、
　　　　　　　　ローソンチケット（Lコード 64346）　ほか
※就学前のお子様の入場はできません。託児室をご利用ください。［無料・９/８（木）までに要予約］

◆おたずね・託児の申込み：出雲交流会館　TEL 21－7580

藤原道山コンサート2011
～ゲスト　SINSKE（マリンバ）～

ビッグハート出雲

ビッグハート出雲

ビッグハート出雲
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部　門 催物名・開催日・会場 出品規格等 申込方法

短　歌
第61回出雲短歌大会
11月3日（木･祝）
出雲市民会館301会議室

点　数：1人1首
その他：自作未発表作品に限る

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（水）

洋　画
出雲市美術展［洋画］
11月4日（金）～6日（日）
出雲文化伝承館　縁結び交流館

サイズ：油彩は4号～100号、水彩は四ツ切以上、
　　　　版画は特に制限なし
点　数：1人2点まで
◆搬入／11月3日（木） 12:00～14:30
◆搬出／11月6日（日） 16:00～17:00

㈲米原画材店頭にある所定の申込用紙に記入の
うえ、出品料 1,000 円を添えて、㈲米原画材へ。
◆申込先／〒693-0001 今市町716
　　　　　TEL 21-0766
◆締　切／10月25日（火）

書　道
出雲市美術展「書道」
11月4日（金）～6日（日）
ビッグハート出雲　アートギャラリー

対　象：市在住または在勤者
作品規格：仕上がり寸法142cm×72cm以内

（全紙マットなし、タテ･ヨコ自由）の書造形作品
点　数：1人1点
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。
◆搬入／11月3日（木） 13:00～14:00
◆搬出／11月6日（日） 16:00～

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
円は搬入時に。
◆申込先／〒693-0001 今市町1225
　　　　　TEL/FAX 22-1621
◆締　切／10月9日（日）

川　柳
第33回出雲市川柳大会
11月19日（土）
パルメイト出雲　パルメイトホール

兼　題：｢染める｣ ｢舞う｣ ｢綿｣ ｢吉｣ ｢芋｣
　　　　｢ピチピチ｣（各題2句出句）

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31日（月）

俳　句
第55回記念出雲市俳句大会
11月13日（日）
ビッグハート出雲　白のホール

大会当日句 ： 当季雑詠3句
その他：未発表作品に限る

大会当日、出句と投句料 1,000 円を受付へ。
問い合わせは渡部文子さんへ。
◆受付時間／10時～11時
◆問合先／TEL 090-7507-1847

漢　詩
出雲漢詩大会
11月19日（土）･20日（日）
出雲市立中央図書館

詩題は自由。絶句・律詩・排律詩で、自作のもの。

漢詩と読下し文を記入し、郵送で田高一成さん
へ。出品料は無料。
◆申込先／〒693-0062 中野町697-18
　　　　　　TEL/FAX 21-8541
◆締　切／9月30日（金）

日本画
出雲市美術展「日本画」
12月9日（金）～11日（日）
出雲文化伝承館　縁結び交流館

（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

（2）審査対象外作品
点　数：1人1点　サイズ：30号～80号
その他：発表済みの作品も可、額装されたもの
◆搬　入／12月8日（木）13:00～14:00
◆搬　出／12月11日（日）16:10～

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30日（水）

写　真
出雲市美術展「写真」
12月9日（金）～11日（日）
出雲文化伝承館　縁結び交流館

サイズ：四ツ切～ワイド四ツ切、A4 サイズも可
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、木製パネル貼
り又は額でガラスを外しマット貼りしたものに必ず吊
りヒモを付ける。撮影された作品は、本人又は管理者
に了解を得て出品する。
◆搬　入／11月19日（土）13:00～17:00
　　　　　ビッグハート出雲・文化サロン
◆搬　出／12月11日（日）表彰式終了後

事前の申し込みは不要。
公募関係の問い合わせは山根功さんへ。
出品料は1点につき1,000円、搬入時に。
◆問合先／TEL 24-0552

パッチ
ワーク

パッチワーク・キルト展
12月2日（金）～4日（日）
出雲文化伝承館　縁結び交流館

サイズ：タペストリー
　　　　（タテヨコそれぞれ80～150㎝くらい）
その他：教室に所属せず、オリジナル作品に限る
◆搬　入／12月1日（木）10:00～
◆搬　出／12月4日（日）16:00～

はがきに、氏名・住所・電話番号・作品のタイ
トル・作品のサイズ・簡単なコメントを明記
のうえ、有藤典子さんへ。出品料は1点につき
1,000円、搬入時に。
◆申込先／〒693-0011 大津町1113-16
　　　　　TEL 22-7074
◆締　切／11月20日（日）

※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。

第17回出雲総合芸術文化祭（市民参加部門）の作品募集

◆と　き／9月4日（日）まで　
◆入館料／一般500円、小中高生200円
◆休館日／毎週火曜日
◆おたずね／平田本陣記念館　TEL 62－5090

荒川嶺雲、米原雲海、大野明山など日本の彫刻会を
牽引した作家たちの作品を展示します。
◆と　き／9月3日（土）～11月27日（日） 9:00～17:00（最終入館16:30）
◆休館日／月曜日、8月29日～9月2日（展示替えのため）
◆料　金／高校生以上600円、中学生以下無料
◆おたずね／今岡美術館　TEL 25－2239

村上康成絵本原画展 
人と自然 ～心ざわめく時～

時代を彩った匠たち 木彫展
平田本陣記念館 今岡美術館




