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2012 年、第 66 回読書週間の標語は、「ホントノキズナ」です。
市内各図書館では、共通テーマ「ふるさとの偉人たち」として、

各地域にまつわる偉人に関する本の展示をします。

リサイクル市

市立図書館イベント情報

文化講演会「出雲神話と漢詩…
　　　　　　『出雲名勝摘要』について」
出雲の文人たちの漢詩などから、出雲神話を題材に
したものを取りあげます。
◇と　き／ 12月８日（土）　午後２時～３時30分
◇ところ／出雲中央図書館２階 多目的室　　
◇講　師／島根大学教授
　　　　　要木純一（ようぎ じゅんいち）氏
◇対　象／一般　　　◇参加料／無料
◇定　員／ 80 名
　　　　　入場は無料ですが、整理券が必要です。
　　　　　整理券は、市内各図書館で配布しています。

リサイクル市

リサイクル市

リサイクル市

おはなし会

図書館で不用になった雑誌や図書を無料で提供します。
◇期　間／12月１日（土）・２日（日）
◇ところ／大社図書館内

図書館で不用になった雑誌や図書を無料で提供します。
◇期　間／11月10日（土）・11日（日）午前9時～午後4時
◇ところ／多伎コミュニティセンター ロビー

図書館で不用になった雑誌や図書を無料で提供し
ます。
◇期　間／10月27日（土）～11月９日（金）
◇ところ／佐田図書館 読書コーナー

パネルシアター・エプロンシアターなど
◇と　き／11月３日（土・祝）
　　　　　午前10時30分～11時（１回目）
　　　　　午後１時～１時30分（２回目）
◇ところ／佐田図書館　おはなしのへや
◇対　象／幼児・小学生
◇申　込／申込不要
◇参加費／無料

リサイクル市

リサイクル市

図書館で不用になった雑誌や図書を無料で提供します。
◇期　間／11月３日（土・祝）・４日（日）
◇ところ／ひかわ図書館 エントランス

図書館で不用になった雑誌や図書を無料で提供します。
◇期　間／11月3日（土・祝）・4日（日）午前10時～午後6時
◇ところ／湖陵図書館 玄関

図書館で不用になった雑誌や図書を無料で提供します。
◇期　間／ 11月２日（金）～４日（日）
◇ところ／出雲中央図書館２階　ラウンジ
※本を入れる袋等をお持ちください。

出雲中央図書館

大社図書館

海辺の多伎図書館

佐田図書館

ひかわ図書館

湖陵図書館

☎ 21－0487

☎ 53－6510

☎ 86－7077

☎ 84－9050

☎ 73－3990

☎ 43－3309
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ビッグハート出雲

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～」
◆と　き／12月８日（土） 14：00開演（13：30開場）
◆出　演／ラ・フォンテーヌ
　江崎浩司（リコーダー・バロックオーボエ 他）
　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瀾に富んだ生涯を音楽で
　　　　　紐解く異色のエンタテイメント・バロック・コンサート！
◆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1,500円（当日2,000円）
※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、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
　大社文化プレイスうらら館 ほか
◆おたずね・託児の申込み／
　出雲交流会館　☎ 21－7580

チケット
好評

発売中

石原詢子 瀬口侑希 八代亜紀

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。

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

出雲Jr.フィル・
プロムナードコンサートⅠ
◆と　き／11月25日（日）　14:00開演（13:30開場）
◆出　演／
　出雲芸術アカデミー音楽院本科　
　　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（全席自由、税込み）／
　小学生～一般800円（当日1,000円）
※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／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、アツタ楽器、イオン出雲店
　　　　　　　　ラピタ本店、平田文化館、スサノオホール
　　　　　　　　ゆめタウン出雲、ゆめタウン斐川 ほか
◆おたずね／出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）　☎ 21－6371

大社文化プレイスうらら館

ＮＨＫ「歌の散歩道」公開録音の開催 ＮＨＫラジオ第1「歌の散歩道」公開録音決定！
３名のゲスト歌手による歌とおしゃべりの歌謡ライブをお楽しみいただきます。

【記入例】

※入場券または落選通知の内容を印字しますので、返信裏面へは
何も書かないでください。返信裏面に記載があるものについて
は、申込を受け付けることができません。

◆と　き／11月30日（金）　開場／17:00　開演／17:40　終演／19:40（予定）
◆ところ／出雲市民会館
◆出　演／ゲスト：石原詢子、瀬口侑希、八代亜紀（五十音順）
　　　　　司　会：今井翔馬アナウンサー（NHK松江放送局）
◆入場料／無料（ただし入場整理券［１枚で２人入場可］が必要です）
◆申込方法／郵便往復はがきに以下の必要事項を明記してお申し込みください。

【あて先】〒693-8530　出雲市文化スポーツ課「歌の散歩道」係
【記入事項】 〈往信用裏面〉 ①郵便番号 ②住所 ③名前 ④電話番号
　　　　　 〈返信用表面〉 ①郵便番号 ②住所 ③名前

◆申込期限／11月７日（水）必着
◆おたずね／ＮＨＫ松江放送局　☎0852－32－0712（土日祝除く・10:00～18:00）
　　　　　　出雲市文化スポーツ課　☎21－6514（土日祝除く・９:00～17:00）

出雲市民会館

チケット
好評

発売中

※１歳以上のお子様から入場整理券が必要です。
※応募多数の場合は抽選のうえ、当選・落選の結果を11月16日（金）頃に発送します。
※インターネットオークション等での売買を目的としたお申し込みは、固くお断りいたします。
　売買を目的としたお申し込みであると判断した場合には、抽選対象外とします。
※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡に使用させていただきます。
　なお、ＮＨＫでは受信料のお願いに使用させていただくことがあります。

申込者の
住所・名前

申込者の
 ・郵便番号
 ・住所
 ．名前
 ・電話番号
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出雲文化伝承館

平田本陣記念館

◆と　き／12月16日（日）　14：00開演（13：30開場）
◆入賞作／【入　選】　「ご縁

え ん

-陰
の う

手
て

刈
ご

りの父
ち ち

」（作詞：小村育子）
　　　　　　　　　　「ご縁 出雲の大

か

社
み

」（作詞：加藤暉雄）
　　　　　　　　　　「ご縁の唄」（作詞：河村和子）
　　　　　　　　　　「ご縁・ふしぎ音頭」（作詞：花田敦子）
　　　　　　　　　　「出会い」（作詞：田中佳江）
　　　　　【特別賞】　「とびらのむこうに」（作詞：足立琉季）
　※作品の選定に際しては、応募者の情報は全て伏せた状態で審査を行っています。

◆入場料／無料　　◆おたずね／出雲交流会館　☎21－7580

第18回わたしのうたコンサート

不昧遺愛の雲州名物やお好み道具など重要文化財を含む約 80 点を展
示し、大名茶人不昧の美意識の一端を紹介します。また、会期中には、
記念講演会、市民茶会を開催し、大名茶人松平不昧を顕彰します。
　◆と　き／10月20日（土）～11月25日（日）
　◆入館料／一般800円（高校生以下無料）
○記念講演会
　◆と　き／11月11（日）13:30～15:00　◆ところ／文化工房
　◆講　師／西田　宏子氏（根津美術館　副館長）
　◆演　題／「雲州蔵帳の高麗茶碗」　◆入場料／無料（電話で要申込）
○ギャラリートーク（当館 学芸員による作品解説）
　◆と　き／10月28（日）・11月４日（日）　各日11：00～（30分程度）
　◆料　金／特別展観覧料が必要

出雲和文化交流会の構成団体が、それぞれの特徴をいかし、催しを企
画します。いけ花、日本舞踊、筝曲・邦楽演奏、親子和菓子作り教室、煎
茶教室、お茶席（三斎流24日・裏千家25日）など盛りだくさんです。　
　◆と　き／11月24日（土）・25日（日）
　◆参加券／一般　前売り800円（当日1,000円）、こども300円
　　　　　　※特別展を観覧いただけます
　　茶席券／500円　※特別展は観覧できません

◆と　き／9月15日(土)～11月4日(日)
◆休館日／毎週火曜　
◆開館時間／9:00～17:00
◆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

特別展「不昧公の大名茶」

出雲和文化まつり
竹久夢二展 憧れの欧米への旅

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（12:20～12:50）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／10月24日（水）  ◆出演／LiLica* （電子オルガン）

◆とき／11月28日（水）  ◆出演／未定

◆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（出雲交流会館内）☎21－6371

第48回

第49回

事　　　業　　　名 日程・期間 会　場 入場料

出雲大社奉納桂吉弥落語会 10月28日（日） 出雲大社神楽殿 2,000円（当日2,500円）

第45回出雲菊花大会 10月30日（火）～11月8日（木） 出雲市役所 出雲だんだん広場 無料

出雲市美術展[洋画] １日（木）～４日（日） 出雲文化伝承館 縁結び交流館 無料

出雲市美術展[書道] ２日（金）～４日（日） ビッグハート出雲 アートギャラリー 無料

出雲市合同いけばな展 ３日（土・祝）・４日（日） 出雲体育館 無料

第62回出雲短歌大会 ３日（土・祝） 出雲市民会館 301会議室 無料

Ｊazzライブin大社 ラメールジャズオーケストラとその仲間たち 3日（土・祝） 大社文化プレイスうらら館 一般 2,000円、会員 1,000円、高校生以下 500円

第５回出雲神在月市民芸術文化の祭典 ４日（日） 斐川文化会館 大ホール 無料

第18回たいしゃ俳句大会 4日（日） 出雲大社 社務所 投句料 1,000円

平田美術展 8日（木）～11日（日） 平田本陣記念館 無料

第56回出雲市俳句大会 11日（日） 出雲市民会館 301会議室 投句料 1,000円

混声合唱団クリスタルコール平田 第18回定期演奏会 11日（日） 平田文化館 一般 500円（当日600円）、高校生以下 無料

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

出雲漢詩大会 17日（土）・18日（日） 出雲中央図書館 無料

第23回琴城流大正琴振興会出雲支部発表会 18日（日） 出雲市民会館大ホール 無料

ひらた吹奏楽団　第18回演奏会 18日（日） 平田文化館 一般 500円、小学生以下 無料

文化講演会「私の出会ったありがとう」
（歌手、元NHKアナウンサー 吉川精一氏） 18日(日） 湖陵コミュニティセンター 大ホール 無料

第38回大社町総合美術展 22日（木）～25日（日） 大社文化プレイスうらら館 無料

出雲市美術展[和紙ちぎり絵] 23日（金・祝）～25日（日） ビッグハート出雲 アートギャラリー 無料

第46回油絵グループ木曜会展 23日（金・祝）～25日（日） 平田文化館 無料

第27回プラタナス・My・コンサート 25日（日） 平田文化館 無料

布澄会　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 無料

市民団体主催 11月の催し

◆おたずね／出雲文化伝承館　☎21－2460

出雲の春音楽祭2013
出演者募集

◆と　き／平成25年3月10日（日）
◆ところ／大社文化プレイスうらら館
◆演　目／「つむぎ唄」「山里の春」「箏のしらべ」
◆募　集／出雲の春フェスティバル邦楽合奏団
◆申込み／詳しくは事務局までお問い合わせください。
　　　　　申込用紙をお送りします。
◆おたずね／出雲の春音楽祭実行委員会事務局（出雲交流会館内）  ☎21－7580

大社文化プレイスうらら館


