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出雲メセナ協会支援事業
平成25年度の募集について

第11回 いずも新春コンサート

事業募集

出演者募集

出場者募集

ビッグハート出雲

◆とき／11月11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小学校低学年歌唱の部、②小学校高学年歌唱の部、③中学校
　歌唱の部、④幼児～小学校2年生の弦楽器の部、⑤小学校3年生～4年生の弦
　楽器の部、⑥小学校5年生～6年生の弦楽器の部、⑦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12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）　☎21－7580

第11回 いずも音楽コンクール

◆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。

◆募集締切／10月31日（水）
◆事業の実施期日／平成25年１月１日～平成25年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）　☎ 21－6371

◆と　き／平成25年１月６日（日）　14：00～16：00
◆ところ／ビッグハート出雲　白のホール
◆参加資格／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・邦楽より声楽、楽器のソロまたは重唱・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28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）　☎21－7580

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。

古楽アンサンブル『ラ・フォンテーヌ』
音楽とストーリーでつづる

「マリーアントワネット～革命前夜のヴェルサイユ～」

出雲芸術アカデミー音楽院本科
合唱とオーケストラによる
Jr.フィル・プロムナードコンサートⅠ

◆と　き／12月８日（土） 14：00開演（13：30開場）
◆ところ／ビックハート出雲　白のホール
◆出　演／ラ・フォンテーヌ
　江崎浩司（リコーダー・オーボエ・ファゴット）
　三宮正満（オーボエ）、高群輝夫（チェロ）
　水永牧子（チェンバロ）
◆内　容／フランス革命の象徴的存在｢ヴェルサイユの薔薇｣
　　　　　マリー・アントワネットの波乱に富んだ生涯を音楽で
　　　　　紐解く異色のエンタティメント・バロック・コンサート！
◆入場料／一般3,000円（当日3,500円）、高校生以下1,500円（当日2,000円）
◆チケット発売開始／9月15日
※就学前のお子様の入場はできません。無料託児室をご利用ください。[11/20（火）までに要予約]

◆プレイガイド／ビッグハート出雲、出雲市民会館、平田文化館ほか
◆おたずね・託児の申込み／出雲交流会館　☎ 21－7580

◆と　き／11月25日（日）　14:00開演
◆ところ／大社文化プレイスうらら館 だんだんホール
◆出　演／出雲芸術アカデミー本科　オーケストラコース・合唱コース受講生
◆内　容／
　上田 真樹：童声合唱組曲「あらしのよるに」（詞：きむらゆういち）
　G.F.ヘンデル：「メサイア」から
　A.ドヴォルジャーク：交響曲第9番 ホ短調 作品95「新世界から」
◆入場料／小学生～一般800円（当日1000円）
◆チケット発売開始／９月中旬（予定）
※就学前のお子様の入場はできません。託児サービスもありませんので、ご了承ください。

◆プレイガイド／出雲市民会館、ビッグハート出雲、アツタ楽器、
　平田文化館、大社文化プレイスうらら館、スサノオホール
◆おたずね／出雲交流会館　☎ 21－6371

大社文化プレイスうらら館

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。

出雲市役所 ロビーコンサート
出雲市役所 ロビー南東

◆とき／9月26日（水）　◆入場料／無料　
◆出演／出雲市出身の若きヴァイオリニスト　村上彩
◆おたずね・出演の申込み／
　出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）  ☎ 21－6371

第47回

ラメールジャズオーケストラ
Special Live in いずも
◆と　き／10月７日（日）　14：00開演（13:30開場）
◆演奏曲／SING SING SING、枯葉 ほか
◆入場料（全席自由、税込み）／一般1,500円（当日1,800円）、
　　　　　　　　　　　　　 高校生以下500円　※小学生未満無料
◆出　演／ラメールジャズオーケストラwith熱田修二、ひらた吹奏楽団
　ゲスト／「the MOST」　多田誠司（A.Sax. S.Sax. &Flute）、
　　　　　　　　　　　　大坂昌彦（Ds）、上村信（B）、片倉真由子（Pf）
◆プレイガイド／平田文化館、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、スサノオホール、アツタ楽器、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６１３４７》ほか
◆おたずね／出雲交流会館　☎21－7580

平田文化館

チケット
好評

発売中
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出雲文化伝承館 平田本陣記念館

◆と　き／９月16日（日）　10：00～12：00／受付９：30～
◆ところ／出雲文化伝承館　縁結び交流館
◆講　師／日本絵手紙協会専属講師　福間明子氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市在住（出雲市出身）
◆対　象／一般80名（出雲市内外を問いません）
◆参加費／1,000円　※当日受付でお願いします。
◆持ってきていただくもの／モチーフとしてピーマンかトマト
◆申込方法／９月９日（日）までにFAXまたは電話でお申し込みください。
◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21－2460  　Fax 21－4165

◆と　き／9月15日(土)～11月4日(日)
◆休館日／毎週火曜
◆開館時間／午前9時～午後5時
◆入館料／一般500円（400円）
　小・中・高生200円（100円） ※(　)は20名以上の団体料金

◆おたずね／平田本陣記念館　☎62－5090
晩年、愛の破局、仕事の低迷等から逃避行するように欧米へ旅立った夢二。ウィーンで
描かれた油絵「扇をもつ女」。長らく行方不明となっていた「滞欧米の素描作品」、最後
の恋人といわれた少女・ナズモの面影、青い目の女性たち、船旅の寸景、名勝地、街の
風情などが、感傷的に映し出された彷徨の記録。これまでの「竹久夢二展」で取り上げ
られる機会が少なかった、海外旅行中の最晩年「幻の作品」を約 100 点まとめて紹介。

「着物の女」1931ー33頃

絵手紙教室 竹久夢二展　憧れの欧米への旅

部　門 催物名・開催日・会場 出品規格等 申込方法

短　歌
第62回出雲短歌大会
11月3日(土･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
　　　　　☎ 28-2390
◆締　切／9月14日（金）

洋　画
出雲市美術展［洋画］
11月1日(木)～4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／10月31日(水)13:00～15:30
◆搬出／11月  4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
　　　　　☎ 21-0766
◆締　切／10月20日(土）

書　道
出雲市美術展「書道」
11月2日(金)～4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1日(木)13:00～14:00
◆搬出／11月4日(日)16:00～16:30

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
　　　　　☎/FAX 22-1621
◆締　切／10月7日(日)

川　柳
第34回出雲市川柳大会
11月17日(土)
パルメイト出雲　パルメイトホール

兼　題：｢驚く｣ ｢知る｣ ｢拝む｣ ｢息づく｣
　　　　｢触れる｣ ｢話す｣ ( 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
　　　　　☎ 23-3200
◆締　切／10月31日(水)

俳　句
第56回出雲市俳句大会
11月11日(日)
出雲市民会館301会議室

①事前募集句：雑詠３句
②大会当日句：当季（秋・冬）雑詠 3 句
　そ　の　他：未発表作品に限る

①事前募集句
　投句料1,000円（切手不可、現金・小為替）を添
えて、所定の用紙に句・住所・氏名を明記のうえ、
郵送で岡淑子さんへ。
◆申込先／〒693-0058 出雲市矢野町203
◆締　切／10月11日（木）
②大会当日句
　大会当日、出句と投句料1,000円を受付へ。
◆受付時間／11時30分～12時30分
◆問合先／稲根克也　☎090-8247-7866

漢　詩
出雲漢詩大会
11月17日(土)･18日(日)
出雲市立出雲中央図書館

詩題は自由。絶句・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
　　　　　☎/FAX 21-8541
◆締　切／9月30日（日）

日本画
出雲市美術展「日本画」
12月7日（金）～9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6日(木)13:00～14:00
◆搬　出／12月9日(日)16:30～

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
　　　　　　　  ☎ 21-0766
　【大 森 幹 雄】〒691-0076 園町284
　　　　　　　  ☎ 69-1040
◆締　切／11月25日(日）

写　真
出雲市美術展「写真」
12月7日（金）～9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24日(土)13:00～17:00
　　　　　ビッグハート出雲・文化サロン
◆搬　出／12月9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／☎ 24-0552

パッチ
ワーク

パッチワーク・キルト展
11月30日(金)～12月2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／11月29日(木)10:00～
◆搬　出／12月  2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
　　　　　☎ 22-7074
◆締　切／11月10日(土)

※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18回出雲総合芸術文化祭（市民参加部門）の作品募集




