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アクティーひかわ（3月） 斐川町上直江2469番地　TEL  72-7411

開催日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 参加費

1・8・15・22（木）
19：00～20：00

エアロビクス教室 春です！冬の間運動不足だったアナタ！明るいリズムに合わ
せて楽しく動き、身体を引き締めましょう！！

1,500円/月

20：00～21：00 1,500円/月

6・13・20・27（火） 19：35～20：35 1,500円/月

2・16・23・30（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 楽しく踊って、気分転換をし、日々の暮らしをいきいきさせましょう。 1,400円/月

3・10・17・24・31（土） 14：00～16：00 ひかわ de にほんご教室 日本語を習いたい外国人の方々のための教室です。 無料

9（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 春の訪れを、絵手紙にしてみませんか？以外な発見ができるかも。 500円（材料費別途）

10・24（土）   9：30～11：30 中国語教室 中国語を始めてみようと思われる方、ぜひ教室をのぞいてみてください。 8,000円/6ヶ月

17（土） 14：00～16：00 フラワーアレンジメント教室 春の花をひと工夫し、オシャレにお部屋を飾ってみませんか？ 600円（材料費別途）

◆と　　き　/ 3月4日（日）　
＜作品展示 9：00～16 :30＞
洋裁・フラワーアレンジ・いけ花・絵手紙・グラスアート など
＜無料体験コーナー＞ 
  9：00～12：00  洋裁教室 ★自分のためのミニポーチ作り　先着30名
11：00～12：00  フラワーアレンジ教室★小さいアレンジを作ってみましょう
　　　　　　　　（材料に限りがございます）
＜発表会  13：30～＞
　　　　フォークソング・琴・なぎなた・フォークダンス
　　　　中国語教室・空手教室・日本舞踊

◆入 場 料  /  無料（全席自由）
◆おたずね  /  アクティーひかわ　TEL 72-7411

アクティーひかわ
フェスタ2012

開催日 開催時間 教　室　名 内　　容 持参する物

７（水）   9：30～11：30 裂き織り体験 布を裂いて織り、オリジナルな布に甦らせましょう。（定員６名） 裂ける布

12（月）
26（月） 13：30～16：30 エコ・ペーパークラフト教室 毎日たまる広告紙を使って、カゴやイスなどを作ってみましょう。 広告紙・カッター・のり等

13（火） 10：00～12：00 自然と親しむ押し花教室 押し花をしながら季節の花に親しみましょう。 新聞紙・カッター・はさみ等

21（水） 13：30～15：30 野の花教室 来待粘土で鉢を作り、山野草を飾りましょう。（定員 15 名） 新聞紙等

24（土） 13：30～16：30 布ぞうり作り教室 古い布を使ってぞうりを作りましょう。（定員８名） 木綿の布・指割れ靴下

毎週金曜   9：00～10：00 リサイクル体操 体の隅々まで自転車チューブを使って伸ばしましょう。 水　又は　お茶

開催日 開催時間 題名 内容 対象地区

13（火） 13：30～14：30

家庭ごみの出し方説明会 旧斐川町の各地区ごとにお集まりいただき、ごみの分別方法・
出し方などの説明会を行います。

出西・阿宮・伊波野地区

14（水） 13：30～14：30 久木・直江地区

16（金） 13：30～14：30 出東・荘原地区

【お知らせ】 毎月第３日曜日13：00～「ロケットコンロ作り教室」を行います！持参：軍手・参加費7,000円（材料費込）見学の方もお待ちしてます！

斐川環境学習センター
（アース館）（3月）

斐川町出西1943　TEL 72-5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日
※ただし、第２第４月曜日は例外的に開館します。 
※各教室、１回につき100円の体験料をいただきます。準備の都合上
　２日前までにご連絡ください。    
   

　日　時：3月17日（土） 13：30～15：30 
　場　所：斐川環境学習センター２階　第２実習室
　講　師：年中無休のサツマイモ研究家
　　　　　福田　豊　氏
　参加費：300円　　　　
　定　員：40名

【毎回大好評！サツマイモを使ったお料理紹介もあります】

第３回  芋 塾　
「ペットボトルを使ったサツマイモ栽培」

おたずね：斐川環境学習センター
　　　　　（TEL72-5242）

2012沖州天神（泥天神）とひな人形展
　　　と　き　３月17日（土）
　　　　　　　 ～４月30日（月・振替休日）
　　　ところ　原鹿の旧豪農屋敷

　　おたずね　
原鹿の旧豪農屋敷（☎72－9747）

節句に男の子へ天神を贈る
風習は、出雲地方が発祥の
地と言われています。泥天
神＝写真＝と昭和 20 年代
から 50 年代までのひな人
形を展示します。

沖州天神（泥天神）

　携帯電話・パソコンなどの電子回路に使われる、積層セラミッ
クコンデンサを生産している（株）出雲村田製作所の構内に
は、珍しい日本の椿、世界の椿が1,000品種1,100本、桜が65種、
400本あります。今年も下記のとおり一般公開しますので、ぜひ
お出かけ下さい。
◆日時
・椿　3月25日（日） 10:00～15:30
　椿の苗木販売（数量限定、3月25日のみ、売上金は緑化基金へ寄付）
・桜　4月8日（日）   10:00～15:30
　「ムラタセイコちゃんとセイサク君」の実演
　環境イベント「めざせ、エコキッズ！」（4月8日のみ）
・桜　4月15日（日）  10:00～15:30
　お抹茶のサービス（４月１5日のみ）
◆場所：出雲村田製作所構内（出雲市斐川町上直江）

【おたずね】　（株）出雲村田製作所・管理部総務課（電話：72-3330）
　　　　　　 出雲市斐川支所　産業振興課（電話：73-9240）

椿・桜の一般公開
（出雲村田製作所構内）
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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～

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。

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。―』

出雲市民会館 出雲文化伝承館

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。
◆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」「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

部門 市長賞 教育長賞
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

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。

出雲市役所　ロビーコンサート

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

早春の茶会

小豆澤禮　遺作展

◆休館日／毎週月曜日　
◆おたずね／出雲文化伝承館
TEL 21－2460

◆とき／3月28日（水）　◆入場料／無料　
◆出演／第10回いずも音楽コンクール最優秀賞受賞者（予定）
◆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

第41回

◆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

◆とき／３月24日（土）　裏千家、表千家
　　　　　　25日（日）　不昧流不昧会、三斎流、裏千家
◆茶席券／２，０００円（当日券２，２００円）

小豆澤禮画伯没後一年にあたり、
画伯の画業を振り返るとともに、
その芸術を改めて紹介します。
◆と　き／3月24日（土）
　　　　　～5月13日（日）
◆入館料／一般500円
　　　　　（高校生以下無料）

◆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

平田本陣記念館

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　TEL 62－5090

館蔵名品展

大社文化プレイスうらら館

◆と　き／３月４日（日）　14：00開演
◆ところ／うらら館　ごえんホール
◆出　演／桂吉弥（2回）、桂紅雀、桂鯛蔵
◆入場料（全席自由・税込み）／2,000円
　　　　　　　　　　　（当日2,300円）
◆プレイガイド／大社文化プレイスうらら館
※就学前のお子様の入場はできません。
◆おたずね／大社文化プレイスうらら館
　　　　　　TEL 53－6500
◆主　催／演芸を楽しむ会

桂吉弥落語会

◆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／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ています。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／３月13日（火）まで
◆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）

 題明月詩図　与謝蕪村　安永８（1779） ▼

「宵」 2002 日展




