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パッチワークキルト展
（昨年の展示会から）

アクティーひかわ（5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

11・18・25（金） 10:00 ～ 11:30 フォークダンス教室 爽やかな季節 !!　楽しいリズムで、身体をリフレッシュしてみませ
んか？ 1,500円/月

5・12・19・26（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

11（金） 13:30 ～ 15:30 絵手紙教室 綺麗に咲いているお花達を、絵手紙に描いてみませんか？ 600円（材料費別途）

12・26（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

19（土） 14:00 ～ 16:00 フラワーアレンジメント教室 お部屋のちょっとしたアクセントに、フラワーアレンジを飾ってみ
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

  6（日）   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９名） 裂ける布

14（月）
28（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

20（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

16（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

26（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

毎週水曜   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

20（日） 13:00～ ロケットコンロ作り教室 ペール缶を使って熱効率バツグンのコンロを作りましょう！ 軍手・参加費 7,000 円
（材料費込）

斐川環境学習センター
（アース館）（5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月曜日は教室のみ開催します。 
※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。    
   

浜遊自然館の催し（5月）
大社町中荒木2484　TEL 53－5080

【休館日】毎週月・火曜日 （祝日の場合は翌日）
※申し込みは1ヶ月前から

期　　日 講座名 内　　容 対象 参加費 募集人数

  6（日）13:30～  浜遊で畑を耕そう  野菜作りを学んで、収穫の楽しみを味わう  一般  実費  10名

11（金）20:00～  春の星座観察会  惑星やこの季節に見られる星座を観察する  一般・子ども  無料 制限なし

12（土）10:00～  春の寄せ植え  心込めて母の日用の寄せ植え作り　（鉢代は含まない）  一般・子ども  1,500円  20名

13（日）  9:30～  浜遊の緑をいけよう  浜遊の森周辺の草木を観察し、春をいける  一般  1,000円  15名 

20（日）  9:30～  ドライフラワー  梅雨を楽しく飾るミニ額作り  一般・子ども  900円  15名

27（日）  9:30～  水生のいきもの観察会  親水池のめだかやザリガニなどのいきものを観察する  子ども  無料  20名

日　時：５月19日（土）13:30～15:00 
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 
定　員：40名申し込み必須！
参加費・300円 

申し込み・おたずね：
斐川環境学習センター TEL72-5242

ソーラー電池を
作ろう

日時：５月27日（日）13：30～15：00
定員:８名 
　※子供対象ですが、小学３年生以下は
　　保護者同伴で！
参加費：100円 

申し込み・おたずね：
斐川環境学習センター TEL72-5242

第４回  芋 塾　
 『芋苗の植え付け・栽培』

ソーラー電池って作れるんだぁ！ 布澄会 パッチワークキルト展
■と　き：５月３日（木）～27日（日）
■ところ：原鹿の旧豪農屋敷
■内　容：タペストリーやバッグ、飾りなどの
　　　　  小物約80点を展示します
～ミニ講習会　古布で作るブローチ・ペンダント～
▽開催日時　５月８日（火）、12日（土）、20日（日）
　いずれも10時～15時
▽材料費　500円

■おたずね：
原鹿の旧豪農屋敷
TEL72－9747または
山根澄枝（☎72－7508）、
有藤典子（☎22－7074）
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第 18 回（平成 24 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芸術文化事業部（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。

ミュージカル「葉っぱのフレディ―いのちの旅―」

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

画壇に輝く巨匠と現代作家　絵画名品展

出雲文化伝承館

出雲市民会館

◆と　き／５月19日（土）　14：00時開演（13：30開場）
◆出　演／福島明也（バリトン）、朝日山裕子（ソプラノ）、小村みなみ（ソプラノ）
　　　　　今岡美保（ピアノ）、伊佐山仁美（ヴァイオリン）　ほか
◆演奏曲（演目）／クラシックの有名曲から知られざる名曲、オペラのアリア・
　重唱まで盛りだくさんの内容を、映像と司会付きでお届けします！
◆入場料（全席自由）／一般2,500円　大学生1,000円　小中高生500円　立見席100円
◆プレイガイド／【出雲】出雲市民会館、ビッグハート出雲、ゆめタウン出雲、
　アツタ楽器、大社文化プレイスうらら館、出雲芸術アカデミー事務局
　【全国】イープラス【直接購入：ファミリーマート全店舗　PC／携帯：http://eplus.jp】
◆おたずね／主催：株式会社Sawa Promotion Office　050-3067-0512
◆後援：財団法人出雲市教育文化振興財団

ヨーロッパ音楽紀行～映像で綴る音楽の旅へようこそ！～
出雲出身の若手音楽家×バリトン歌手、福島明也ジョイント・コンサート

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。

出雲メセナ協会では、出雲地域の芸術・文化の普及、向上、発展に寄与
する地域文化活動や事業を対象に助成します。助成を希望される団体及
び個人の方はお申し込みください。
◆締め切り／５月 31 日（木）
◆事業の実施時期／８月１日～ 12 月 31 日
◆おたずね／出雲メセナ協会事務局（財団法人出雲市教育文化振興財団）　TEL 21－6371

出雲市役所　ロビーコンサート

平成24年度 出雲メセナ協会支援事業の募集

出雲市役所 ロビー南東

募　集

第23回出雲阿国歌舞伎
松竹大歌舞伎 近松座公演

◆とき／５月 23 日（水）　◆入場料／無料　※出演者調整中
◆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43回

◆とき／８月６日（月）　18：30開演（18：00開場）
◆内容／百歳の現役医師、日野原重明氏企画、原案の
　“いのち”をテーマにしたファミリーミュージカル。
◆出　演／宝田明 ほかジュニアキャスト
◆入場料（全席指定、税込み）／
　一般4,000円（当日4,500円）、高校生以下2,000円（当日2,500円）
◆チケット発売開始／4月29日（日）
◆プレイガイド／出雲市民会館、ビッグハート出雲、大社文化プレイスうらら館、
　平田文化館、スサノオホール、イオン出雲店、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６８９４２＞ほか
●3歳以下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7/23（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／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

横山大観、平山郁夫ら中央画壇の巨匠と、
島根にゆかりの作家を一堂に展示
◆と　き／3月3日（土）～5月27日（日）
◆休館日／月曜日（但し祝日の場合開館、翌日休館）
◆入館料／高校生以上600円、中学生以下無料
◆おたずね／TEL 0853－25－2239

◆と　き／7月24日（火）
　≪昼公演≫14：00開演（13：30開場）
　≪夜公演≫18：30開演（18：00開場）
◆出　演／坂田藤十郎、中村翫雀、中村扇雀ほか
◆演　目／「お目見得御挨拶」
　　　　　「夕霧名残の正月」「曽根崎心中」
◆入場料（全席指定、税込み）／9,000円　◆チケット発売開始／4月28日（土）
◆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、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６８４３７＞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7/9（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

出雲市民会館

平田本陣記念館

今岡美術館

出雲文化伝承館を会場に平成24年５月から３月まで３つの教室を開催し
ます。日本の伝統文化に触れてみませんか？

募集についての詳細は伝承館のホームページ、募集要項をご覧ください。
募集要項は出雲市内図書館に配置しています。
◆申込期限／4月30日（月）＊電話またはＦＡＸでお申し込みください
◆申込み・おたずね／出雲文化伝承館　TEL 21－2460　FAX21－4165

こども和文化クラブ生徒募集！

大社文化プレイスうらら館

平山郁夫「ラマ教の寺」

事業名 日程・期間 会場 入場料
大社ユナイテッドウインド
第１５回定期演奏会 27日（日） 大社文化プレイス

うらら館 有料

平田書道展 18日（金）～20日（日） 平田文化館 無料

市民団体主催 5月の催し

箏教室　○開催日／月２回　第２・４土曜日 ○対象／5歳～小学校６年生
　　　　○講　師／出雲市邦楽邦舞連盟　邦楽講師

日本舞踊　○開催日／月２回　第１・３土曜日　○対象／小学校1年～６年生
　教室　　○講師／出雲市邦楽邦舞連盟　邦舞講師

いけばな ○開催日／月１回　第２土曜日　○対象／小学校3年～６年生
  教室　 ○講師／出雲市華道連盟　池坊講師




