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◆と　き／1月29日（日）　14：00開演（13：30開場）
◆内　容／出雲芸術アカデミー音楽院で学び、活動する小学生から大人までが出演する
コンサートです。ボディーパーカッションや合唱、オーケストラの生の演奏をぜひご家
族でお楽しみください。
◆入場料（全席自由）／500円（当日600円）※就学前のお子様無料
◆おたずね／出雲芸術アカデミー事務局　TEL 21－6371

出雲芸術アカデミー音楽院　第7回ファミリーコンサート

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〜

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。

◆と　き／3月18日（日）
　　　　　14：00開演（13：15開場）
◆出　演／指揮：中井章徳、箏独奏：帯名久仁子
　　　　　出雲の春フェスティバルオーケストラ・
　　　　　合唱団・邦楽合奏団
◆曲　目／頌歌 天地のるつぼ－出雲讃歌－　他
◆入場料（全席自由、税込み）／
　　　　　一般2,000円、高校生以下1,000円、
　　　　　ペア3,000円
◆プレイガイド／
　【出雲】出雲市民会館、ビッグハート出雲、
　　　　平田文化館、大社文化プレイスうらら館、
　　　　スサノオホール、アツタ楽器、大島屋楽器店、
　　　　イオン出雲店、パラオ、ゆめタウン出雲、
　　　　ゆめタウン斐川、ラピタ本店
　【松江】しまね文化情報コーナー（県民会館内）、
　　　　プラバホール
　【全国】ローソンチケット《Ｌコード　６７１９５》
　※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3/9（金）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
　※出雲メセナ協会支援事業

宮川大助・花子

宝くじ文化公演 吉本バラエティーショー

出雲の春音楽祭2012
『うまれる ― いのちのうた。よろこびのうた。―』

「第10回いずも音楽コンクール」結果発表

大社文化プレイスうらら館

大社文化プレイスうらら館

大社文化プレイスうらら館

出雲市民会館

結果発表

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金
平成 23 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11日（土） 平田文化館 無　料

市民団体主催 ２月の催し

奥村愛ヴァイオリンコンサート
～ サロン・ド・Ai ～

奥村　愛

◆と　き／2月11日（土）　18：00開演（17：30開場）
◆出　演／宮川大助・花子、平和ラッパ・梅乃ハッパ　ほか
◆入場料（全席指定、税込み）／2,000円（当日2,500円）
　※宝くじの助成により、特別料金となっています。

◆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、
　平田文化館、スサノオホール、
　イオン出雲店、パラオ、
　ゆめタウン出雲、ゆめタウン斐川、
　ラピタ本店、ローソンチケット《Lコード　６６５４４》 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1/30（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
◆主催／出雲市、出雲市教育委員会、
　　　　（財）出雲市教育文化振興財団、島根県、
　　　　（財）自治総合センター

◆と　き／2月19日（日）　14：00 開演（13：30開場）
◆入場料（全席指定、税込み）／一般3,000円（当日3,500円）
　　　　　高校生以下1,000円（当日1,500円）
◆プレイガイド／
　【出雲】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、
　　　　平田文化館、スサノオホール、
　　　　アツタ楽器、イオン出雲店、
　　　　大島屋楽器店、パラオ、
　　　　ゆめタウン出雲、ゆめタウン斐川、
　　　　ラピタ本店
　【松江】しまね文化情報コーナー（島根県民会館内）、プラバホール
　【全国】ローソンチケット《Lコード　６６６２９》　
　※就学前のお子様の入場できません。託児室をご利用ください。［無料2/6（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
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11月20日、「第10回いずも音楽コンクール」が、ビッグハート出雲を会場に開催されました。当日は県
内各地から歌唱の部に75人、弦楽器の部に16人の小中学生が参加し、日ごろの練習の成果を競いました。
各部門の最優秀賞・優秀賞の受賞者は次のとおりです。
 小学校歌唱の部　　
◇最優秀賞　梶田彩加さん［独唱・大津小５年］
◇優 秀 賞　金築彩子さん［独唱・北陽小６年〕、渕﨑夕規夏さん［独唱・北陽小６年］
 中学校歌唱の部　
◇最優秀賞　吉川彰乃さん［独唱・大社中３年］
◇優 秀 賞　内田　蓮さん［独唱・出雲三中３年］、
　岩田　望さん、山田詩乃さん、杠　真由子さん［重唱・出雲一中３年］
 弦楽器の部　　
◇最優秀賞　田中志和さん［ヴァイオリン・荒木小５年］
◇優 秀 賞　木挽野々花さん［ヴァイオリン・佐香小３年］、亀滝和音さん［チェロ・出雲北陵中１年］

コンクールの様子

最優秀賞受賞者は、3月28日（水）の
ロビーコンサートに出演予定です
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平田本陣記念館 出雲文化伝承館

出雲文化伝承館

出雲文化伝承館

◆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／出雲交流会館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、出雲交流会館また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3日（金）　　　※開催の詳細は下記をご覧ください。
◆おたずね／出雲交流会館　TEL 21－7580

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２日（金）～４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
◆おたずね／出雲交流会館　TEL 21－7580

【市長賞・教育長賞受賞のみなさん（敬称略）】

「第13回工芸展」作品募集

「第13回工芸展」
「平成23年度公募展 優秀作品展」

部門 市長賞 教育長賞
日本画 黒田育子 森脇純子
洋画 福原洋子 大国豊子
書道 鎌田敬子 園山倫子
写真 森山豊治 橋本潤子
パッチワーク 難波悦子 鎌田悠子
俳句 飯塚佳子 飯塚ひろし
川柳 門脇かずお 新家完司
短歌 加田直美 行長好友
漢詩 泉忠敬 糸原次之

館蔵品を中心に室町時代から昭和時代の日本画の掛軸と屏風を展示します。
主な作家：狩野永雲、狩野栄川、土佐光貞、山本琹谷、香積寺風外ほか
◆と　き／開催中～２月26日（日）
◆入館料／一般500円（高校生以下無料）
◆おたずね／出雲文化伝承館　TEL 21－2460

本陣宿に伝わる品々を展示いたします。
◆と　き／２月18日（土）～
　　　　　　　　　３月25日（日）
◆入館料／一般500円、
　　　　　小中高校生200円

◆休館日／毎週火曜日
◆おたずね／平田本陣記念館
　　　　　　TEL62－5090
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◆と　き／開催中～２月５日（日）
◆入館料／一般500円、
　　　　　小中高校生200円
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市庁舎を文化発信スペースとして、ご来庁の皆さんに安らぎの
ひとときを提供しています。美術作品を展示する市民ギャラ
リーを設置するとともに、地域で活躍する音楽家の発表の場
として、市役所ロビーで毎月第4水曜日の昼休み（12時20分～
12時50分）にロビーコンサートを行っています。

出雲芸術アカデミーでは 2012 年５月からの受講生を
募集します。
音楽が好きでもっとやりたいな、と思ったあなた！アカ
デミーは出雲の音楽芸術文化の学び舎です。
はじめてのひとも、もっと学びたい人も大歓迎。出雲市
の方はもちろん、市外、県外からの受講生もいます。募
集についての詳細はアカデミーのホームページでもお知
らせします。たくさんのお申し込みをお待ちしています。
お気軽にお問い合わせください。

◆受講開始／平成24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24年２月14日（火）～３月13日（火）
◆募集内容／【幼児科】３～６歳対象（親子リトミックコース）
　　　　　　【本　科】小学生～高校２年生（合唱コース、オーケストラコース）
◆おたずね／出雲芸術アカデミー事務局　
　　　　　　TEL 21－6371（月曜日を除く9:00～17:00）

出雲市役所　ロビーコンサート

５月からあなたも仲間に！
出雲芸術アカデミー音楽院　
受講生募集のお知らせ♬

出雲市役所 ロビー南東

受講者募集

◆と　き／2月22日（水）
◆出　演／箏・尺八 連の会

◆入場料／無料
◆おたずね・出演の申込み／出雲芸術アカデミー事務局　TEL 21－6371

説明会開催！
幼児科：2月12日（日）10:00～11:00
本　科：2月26日（日）10:00～11:00

◆と　き／3月28日（水）
◆出　演／第10回いずも音楽コンクール
　　　　　最優秀賞受賞者（予定）

第40回 第41回

◆開催日／平成24年3月2日（金）～4日（日）
◆開催場所／出雲文化伝承館　縁結び交流館
◆おたずね／出雲交流会館　TEL 21－7580

同時
開催
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