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ビッグハート出雲

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。

◆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／出雲交流会館　☎ 21-7580

チケット
好評

発売中

チケット
好評

発売中

石原詢子 瀬口侑希 八代亜紀 （50音順）

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

人想う心　箏のしらべにのせて　いまにつながる

出雲芸術アカデミー音楽院幼児科親子リトミックによる

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

うたなかまこんさーと2013

◆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

◆とき／平成25年1月20日（日）　10:00開場／10:30開演（11:40終演予定）
◆出演／出雲芸術アカデミー幼児科　
　　　　親子リトミックコース、本科オーケストラコース入門
◆内容／出雲芸術アカデミー音楽院幼児科で学ぶ 3 ～ 6 歳までの受

講生による、《うた》《鍵盤ハーモニカ》《ヴァイオリン》の
演奏や、指導者による本格クラシック演奏《動物の謝肉祭》

（ピアノ連弾）をお届けします。
◆入場料（全席自由、税込）／500円（当日600円）
※就学前のお子様は、無料でご入場いただけます。

◆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
◆おたずね／出雲交流会館　☎21-6371（月曜日除く9:00～17:00）

大社文化プレイスうらら館

大社文化プレイスうらら館

ＮＨＫ「歌の散歩道」公開録音の放送予定

◆放送予定／12月10日（月）14:0５～14:35 〈ゲスト：瀬口侑希〉
　　　　　　12月11日（火）14:0５～14:35 〈ゲスト：石原詢子〉
　　　　　　12月12日（水）14:0５～14:35 〈ゲスト：八代亜紀〉

◆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）

※放送日時は変更になる場合があります。
※入場の申込みの受付は終了しました。多数のお申し込みをいただき、ありがとうございました。

ＮＨＫラジオ第1「歌の散歩道」公開録音が11月30日（金）に３人のゲストを招
き、出雲市民会館で開催されます。この公開録音の放送予定をお知らせします。

放送のお知らせ

チケット
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◆とき／平成25年１月６日（日）　14：00開演（13：30開場）
◆内容／出雲地域出身者、在住の若手音楽家を中心とした声楽・器楽のコンサート
◆入場料（全席自由、税込み）／一般1,000円（当日1,200円）
　　　　　　　　　　　　 　高校生以下500円（当日600円）
◆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
※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12/19（水）までに要予約]

◆おたずね・託児の申し込み／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11回いずも新春コンサート

◆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

◆と　き／12月15日（土）　13:00開演（12:30開場）
◆出　演／箏･胡弓･十七絃：清水万紀子（大阪）、尺八：濱田　健（京都）
　　　　　地元賛助出演
◆内　容／人想う歌、奈良の四季、ウサギの思い、春の海、春吹、六段の調ほか
◆入場料／500円　◆おたずね／箏研究グループ（木次）☎21-4789

第18回わたしのうたコンサート

箏コンサート

大社文化プレイスうらら館

出雲文化伝承館
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赤色エレジーから
　　　　　小梅ちゃんまで

出雲文化伝承館

◆とき／12月16日（日）　15：30開演（15：00開場）
◆出演／西川沢妙（西川流日本舞踊山陰教室主宰）
　　　　西川祐子（文化庁芸術祭賞受賞者）、福田珠希
◆演目／清元「お夏狂乱」　立方　西川沢妙
　　　　長唄「道成寺」　立方　西川祐子
　　　　長唄「連獅子」　　立方　西川沢妙、福田珠希
◆入場料（全席指定、税込み）／一般3,000円（当日3,500円）、高校生以下無料
◆プレイガイド／ビッグハート出雲、ゆめタウン斐川、
　島根県民会館チケットコーナー、ラメール、チェリヴァホール
◆おたずね／☎090-1353-6068（福田）

宮崎駿、高畑勲等と共に TV アニメ
黎明期をアニメーターとして築き、

『現代の夢二』とも称される林静一。
一貫して現代の女性美を抒情豊かに
表現してきた幅広い画業を前・後期
あわせて 200 余点で紹介。前期展
では、秋・冬の季節感ある美人画を中心に展観します。
◆と　き／11月17日（土）～12月28日（金）　
◆休館日／毎週火曜日　
◆開館時間／ 9:00 ～ 17:00
◆入館料／一般 500 円（400 円）、小・中・高校生 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

日本舞踊公演「舞とをどり」 林静一展　前期展

◆と　き／12月9日（日）　13:30～14:30　
◆ところ／出雲屋敷　◆対象／４歳～小学生の親子　約30人
◆語り手／いずも民話の会　　◆参加費／無料

◆と　き／12月16日（日）　10:00～11:30
◆ところ／文化工房　実習室　◆対象／小学生（1年～6年生）　約20人
◆講　師／出雲華道連盟　小原流講師
◆参加費／1,200円　◆持ち物／花ばさみ（無い方はご相談ください）

◆と　き／12月22日（土）　10:00～11:30
◆ところ／文化工房　実習室　
◆対　象／小学生（1年～6年生） 約25人　◆講師／松井造園デザイン
◆参加費／500円　◆持ち物／軍手、花ばさみ（無い方はご相談ください）

と～んと昔 お話会

いけばな教室

ミニ門松づくり教室

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／11月28日（水）  ◆出演／シュールカメラート木管5重奏団

◆とき／12月26日（水）  ◆出演／芦原充（ヴァイオリン） 武村直子（ピアノ）

◆入場料／無料
◆おたずね・出演の申し込み／
　出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）　☎21-6371

第49回

第50回

催　　　事　　　名 日程・期間 会　場 入場料

第29回出雲市民合唱祭　
みんなで歌うコーラスコンサート ２日（日）13：30～ ビッグハート出雲 500円、高校生以下無料

出雲市美術展[日本画・写真] ７日（金）～９日（日） 出雲文化伝承館 無料

第９回ＩＺＵＭＯこころのうたコンサート 15日（土）14：00～ ビッグハート出雲 500円（小学生以上）

わんぱくゆめひろばクリスマス劇場
劇団風の子公演 「ウーフ～森でみつけた不思議～」 16日（日）10：30～ 大社文化プレイスうらら館 500円

（ちびっ子にはプレゼント付き）

チャリティーコンサート 23日（日）14：00～ 平田文化館 無料

市民団体主催 12月の催し

◆おたずね／出雲文化伝承館　☎21-2460

平田本陣記念館ビッグハート出雲

クリスマスのお花をいけよう！

出雲地方に伝わる民話や神話・
わらべうたに触れてみませんか？

自分で作った門松で
新年を迎えよう！

「萩の夢」1980

前夜祭

開催決定 !! ユニバーサル杯 第三十九期

1月13日（日） 18：30～20：00

9：00～ 対局【松籟亭】 
関係者以外の入場は固くお断りします。

13：30～ 大盤解説会【縁結び交流館】　入場料：無料
※昨年から、解説ステージを高くして見やすい会場設営にしています。

女流名人位戦女流名人位戦女流名人位戦

主催：報知新聞社、（公社）日本将棋連盟、出雲市　特別協賛：株式会社ユニバーサルエンターテインメント　運営：女流名人位戦第１局（出雲）開催実行委員会

【おたずね】女流名人戦第１局（出雲）開催実行委員会 事務局（文化スポーツ課内）　☎21-6514　FAX 21-6517

前売券（税込）／一般5,000円、中学生以下3,000円（いずれも料理・飲物代込み／記念品付）
前売券取扱先／市役所４階 文化スポーツ課　※参加者数に制限があります。前売券がなくなり次第終了。

里見香奈女流名人（女流王将・女流王位・倉敷藤花）と挑戦者を迎えての交流会

ニューウェルシティ出雲

1月14日（月） 出雲文化伝承館

五番勝負 第１局
王
将


