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アクティーひかわ（4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

6・13・20・27（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 楽しい踊りで、身体と頭の体操をみなさんと一緒にしてみませんか？ 1,500円/月

7・14・21・28（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

13（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 身近な春を探して、絵手紙に書いてみませんか？ 600円（材料費別途）

14・28（土）   9：30～11：30 中国語教室 中国語の発音や文法を勉強して、日常会話を話してみませんか？ 8,000円/6ヶ月

21（土） 14：00～16：00 フラワーアレンジメント教室 うるおいと安らぎを与えてくれる花々をステキな作品に仕上げてみ
ませんか？ 600 円（材料費別途）

開催日 開催時間 教　室　名 内　　容 持参する物

７（土）   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

９（月）
23（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

15（日） 14：00～16：00 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

18（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

28（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

【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）（4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。� � � �
� � �

2012沖州天神（泥天神）とひな人形展
　　　と　き　４月30日（月・振替休日）まで
　　　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）

「里山保全についての学習と筍掘り体験」
参加者募集

●日時：４月28日（土）9：30～13：00
　　　  予備日・29日（日・祝日）
●参加費：大人300円
●持参するもの：軍手・ビニール袋・スコップ・鍬
　　　　　　　 ※汚れても良い服装で参加ください
●定員：30人
●申し込み・おたずね：斐川環境学習センター
　　　　　　　　　　（TEL72－5242）

出雲少年少女
発明クラブ

会員募集
1 年をとおして様々なものづくりに挑戦し、発明する力を養
いオリジナルの発明品を作ります。
※活動の様子は出雲科学館ホームページをご覧ください。

◆対　　象：新年度の学年が小学 4 年生～中学 3 年生
　　　　　　1 年間継続して参加できる人
◆活動日時：原則毎月第 3、第 4 土曜日の 10:15 ～ 12:15
◆年 会 費：3,000 円／人
◆定　　員：25 人
◆申込方法：P11のなるほど！教室の申込方法をご覧ください。
◆申込締切：４月５日(木)
◆開 講 式：４月21日(土)

子ども
天文クラブ

会員募集
季節の星空を 1 人 1 台の天体望遠鏡を使って観察します。天
体に詳しい「出雲天文同好会」のみなさんにも指導してもら
えるので望遠鏡初心者でも大丈夫 !! 宇宙の不思議と美しさを
一緒に体感しましょう。
※活動の様子は出雲科学館ホームページをご覧ください。

◆対　　象：新年度の学年が小学 4 年生～中学 3 年生 
　　　　　　継続して参加できる人※毎回の活動は保護者同伴となります。
◆活動日時：①5/26、②6/30、③7/28、④8/11、⑤9/15、⑥10/6、⑦11/10
　　　　　　18:00～21:00 全 7 回 ( いずれも土曜日の開催です )
◆年 会 費：無料
◆定　　員：15 人
◆申込方法：P11 のなるほど！教室の申込方法をご覧ください。
◆申込締切：4 月 30 日 ( 月・振替休日 )
◆第 1 回活動日：５月 26 日 ( 土 )
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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。

中原淳一展
「本当の美しさ」とは
中原淳一からのメッセージ

出雲文化伝承館

ビッグハート

◆と　き／4月7日（土）　13：30開演（13：00開場）
◆内　容／フォーク・ソングと人情噺の初のコラボレーションを
　　　　　お楽しみください！
◆出　演／イ・ヨンボ、桂福團治
◆入場料（全席自由、税込み）／2,500円
◆プレイガイド／ビッグハート出雲
◆おたずね／090－9164－4729（松）

音楽と上方落語の会
～イ・ヨンボ桜前線北上ツアー2012in出雲～

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、平成24年（2012）5月からの
受講生を募集します。
詳しくは出雲芸術アカデミー事務局までお気軽にお問合せください。
◆募集内容／【別科】一般合唱（55歳以上の混声）、
　　　　　　　　　　一般オーケストラ（18歳以上）
※幼児科（就学前）・本科（小学生～高校生）の募集は終了しています。
◆申込方法／入校願書に記入し、郵送または持参してください。
　　　　　　（FAX不可）
◆出願期間／平成24年4月1日（日）～28日（土）
◆受講開始／平成24年5月～
◆おたずね／出雲芸術アカデミー事務局　
　　　　　　TEL�21－6371（月曜日除く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！

出雲市役所 ロビー南東

受講者募集

小豆澤禮　遺作展

◆とき／4月25日（水）　◆入場料／無料　
◆出演／出雲楽友協会
◆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42回

中原淳一が亡くなってから、30年を
迎えようとしています。
戦前戦後を通じ、雑誌「それいゆ」「ひ
まわり」などの中で、美しく生きるこ
との大切さを訴え、当時の女性たちから圧倒的な支持を受けました。
荒廃した戦後に夢と希望を与えてくれた中原淳一のメッセージ「本当
の美しさ」…今に通じるテーマを軸に大規模な回顧展を開催します。
◆と　き／４月7日（土）～５月27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

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）
◆休館日／毎週月曜日
　　　　　（4月30日は開館）
◆おたずね／出雲文化伝承館
　　　　　　TEL�21－2460

平田本陣記念館

◆と　き／４月22日（日）　14：00開演（13：30開場）
◆内　容／映画音楽から合唱組曲、日本抒情歌まで、
　　　　　世代を超えた合唱の響をお楽しみください！
◆出　演／出雲芸術アカデミー音楽院　
　　　　　キッズ＆ジュニアコーラス、別科一般合唱
◆演奏曲（演目）／ビリーヴ、となりのトトロ、
　　　　　　　　ゴンドラの唄、落葉松　　　ほか
◆入場料（全席自由、税込み）／
　　　　　小学生以上500円（当日600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、出雲芸術アカデミー
　※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4/12（木）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（月曜日を除く9:00～17:00）

この表彰は、全国各地で、それぞれの地域をより良くしようと頑張る団
体、個人を表彰することにより、地域づくりへの情熱や想いを高め、豊
かで活力ある地域社会の構築を図ることを目的に昭和58年に創設され
ました。
このたび、㈶出雲市教育文化振興
財団（出雲芸術アカデミー）の音楽
を通じた「教育・研究・演奏」を三位
一体とする長年の活動が認められ
るとともに、今後も重要な活動の
支援の輪を広げてほしいとの評価
を受け、奨励賞を受賞しました。

出雲芸術アカデミー
　スプリング・コンサート

出雲芸術アカデミー 
平成23年度 地域づくり総務大臣表彰〈奨励賞〉受賞

大社文化プレイスうらら館　だんだんホール

「宵」�2002�日展

講座（オーケストラコース）の様子

「それいゆ」昭和31年春号　
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