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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。

没後30年 「松田忠一展」
出雲市馬木町出身の洋画家、松田忠一画伯没後30年にあたり、日展出
品作を含む50点を展示して、その画業を振り返ります。
◆と　き／１月４日（金）～２月24日（日）
◆入館料／一般500円（高校生以下無料）
◆おたずね／出雲文化伝承館　☎21−2460

大社文化プレイスうらら館

器楽と声楽の祭典 ―出雲の春音楽祭2013
『春よ、人の望みの喜びよ』

◆と　き／平成25年3月10日（日）　14：00開演（13：00開場）
◆出　演／指揮：中井章徳、合唱指揮：石橋久和、吉川里美
　　　　　テノール歌手：片寄純也、ピアノ：梶川邦子
　　　　　出雲の春フェスティバル邦楽合奏団・合唱団・
　　　　　ユースクワイア・オーケストラ
◆曲　目／箏のしらべ、唱歌の四季、シチリア島の夕べの祈り、
　　　　　ワーグナーのアリア　他
◆入場料（全席自由、税込）／一般2,000円、学生800円、ペア3,000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３/１（金）までに要予約］

◆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　他
◆おたずね・託児の申込み／出雲交流会館　☎21-7580

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／平成25年１月23日（水） 
◆出演／シュールカメラート管弦楽団メンバー

◆とき／平成25年２月27日（水）  ◆出演／亀井翔世（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51回

第52回

部門 市長賞 教育長賞

日本画 森脇純子 西村朋子

洋画 田中昭久 住田京美

書道 福田寿石 福間優鴻

写真 松浦樹生 森山豊治

パッチワーク 嘉本和子 有藤典子

俳句 高橋陽子 若林恒子

川柳 伊藤玲子 牧野芳光

短歌 行長好友 高橋和枝

漢詩 糸原次之 長崎浩昭

◆出品規格／陶磁、染織、漆、金工、木竹工、七宝、硝子、革、その
他工芸品として認められるもので、３年以内に作成し
た自作の作品。ただし、審査のある作品展等に出品し
た作品や特別な展示を要する作品、取り扱い管理が極
端に困難な作品は除きます。

◆出品点数／１人１点（組）
　（「シリーズ茶碗３点セット」など関連性のある組み合わせは１組とします）

◆出品料／500円（作品搬入時にお支払いください）
◆申込方法／出雲交流会館又は市内各コミュニティセンター・各公民館に設

置してある申込用紙に必要事項を記入のうえ、出雲交流会館又
は各コミュニティセンター・各公民館へ提出してください。

◆申込期限／平成25年２月１日(金）

市民の皆さんが制作された、陶芸・木工芸等を多数展示します。
また、今年度の公募展で市長賞・教育長賞を受賞された優秀作品を一堂
に集めて展示します。この機会にぜひご鑑賞ください。
◆と　き／３月１日（金）～３日（日）　
　　　　　10時～17時（最終日は16時まで）
◆ところ／縁結び交流館
◆おたずね／出雲交流会館　☎21−7580

市長賞・教育長賞受賞のみなさん（敬称略）

ロザンのお笑い課外授業

「第14回工芸展」作品募集

「第14回工芸展」
「平成24年度公募展 優秀作品展」

平田文化館

松
田
忠
一
　
阿
修
羅

出雲文化伝承館

出雲文化伝承館

高学歴芸人「ロザン」が勉強法や進路の考え方、おもしろ雑学など楽
しい授業を展開します。
◆とき／平成25年２月23日（土）　14：00開演（13：00開場）
◆講師／ロザン【宇治原史規・菅広文】
◆入場料（全席自由、税込）／500円（当日700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2/7（木）までに要予約］

◆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 他
※本講演は漫才ではありません。
　講演時間は質疑応答を含め
　1時間の予定です。

◆おたずね／
　出雲交流会館内
　☎21-7580

同時
開催

チケット
好評

発売中

チケット
好評

発売中
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赤色エレジーから小梅ちゃんまで

音楽と友達になろう♪
出願期間　2013年2月8日（金）～3月12日（火）

TV アニメ黎明期を築き、『現代の夢二』とも称される作家。抒情的
女性美を表現した幅広い画業の大規模展。後期展では春・夏の季節感
ある美人画を中心に展観します。
◆とき／1月4日（金）～
　　　　2月3日（日）
◆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

林静一展　後期展
平田町出身の洋画家、多納三勢（たのうさんせい /1939 年生まれ、
国画会会員、大阪府在住）。人の連綿たる流れと繋がりや、人間の内
包する活力の源に想いを馳せ、創造された大型の油彩作品。今も精力
的に活躍し続ける作家の圧倒的な作品群をご堪能下さい。
◆と　き／2月16日（土）～3月24日（日）
◆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

多納三勢展　森と人シリーズ…前期展

催　　　事　　　名 と　　き ところ 入場料

ふるさと平田再発見
平田地域小中学生　写真・絵画・書道展

２月９日（土）
9：00～17：00

平田文化館 無料

新春「絆とつながりの会」公演
伝えよう・広げよう 心ときめく地域の活動

２月10日（日）
13：00～

平田文化館 200円

ライヴ in うらら館ごえんホール
出演：ギターパンダ、山口洋

２月17日（日）
18：30～

大社文化プレイスうらら館
ごえんホール

前売：3,000円
当日：3,500円

科 コース・講座 対象（4月からの年齢・新学年）

幼
児
科

親子リトミック
リトル
マミー＆ミー
トライ＆ドゥ

3 歳～ 6 歳の幼児と保護者
※年齢別のクラス編成

本
科

リトミック 音楽入門 小学 1 ～３年生

合唱 合唱 小学４年生～高校 2 年生

オーケストラ
※楽器貸与あります

入門
（これから楽器をはじめたい、

少し経験のあるかた）

小学 1 年生～高校 2 年生
【オーケストラの楽器】（小学1～3年生はリトミックコースと併講）
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、
フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、
ホルン、トランペット、トロンボーン、打楽器

オーケストラ
（ある程度楽器経験のある方）

別
科

合唱 コーラス・レパートリー 社会人で合唱（混声）に興味のある方

オーケストラ オーケストラ・レパートリー 18歳（高校生3年生含む）以上で楽器をお持ちの方

市民団体主催 2月の催し

平田本陣記念館平田本陣記念館

「白檀」1977後期展多納三勢展「海気(来たりて出づる)」2000

出雲芸術アカデミーでは 2013 年 5 月からの受講生を募集します。
ぜひ仲間になりませんか？
詳しくはアカデミーのホームページでもお知らせします。たくさん
のお申し込みをお待ちしています。お気軽にお問い合わせください。

◆募集要項／２月上旬より、アカデミー事務局、市役所本庁・各支所、市民会
館、ビッグハート出雲、うらら館、平田文化館に配置します。また、
出雲芸術アカデミーのホームページにも掲載します。

◆申込方法／募集要項内の入校願書に記入し、「出雲芸術アカデミー事務局」
へ郵送または持参してください。（FAX 不可）

出雲芸術アカデミー音楽院 受講生募集のお知らせ♬（2013年5月入校）

受講者募集

事前説明会を開催します。幼児科はリトミック体験講座も行ないます。
幼児科：2013 年 2 月 11 日（月・祝）10:30 ～ 11:20　出雲交流会館　／　本科：2013 年 2 月 17 日（日）10:00 ～ 11:00　出雲交流会館
◆おたずね／出雲芸術アカデミー事務局　☎ 21−6371


