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第 19 回（平成 25 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
（公財）出雲市芸術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。

第11回 サウンドフェスタ大心路出雲の春音楽祭2014 合唱出演者募集
◆と　き／８月25日（日） 13：00開演予定（12：30開場）
◆入場料（全席自由）／500円（当日700円）※小学生以下無料
◆プレイガイド／ビッグハート出雲ほか
◆おたずね／サウンドフェスタ実行委員会事務局（ライム内） ☎23-6915

◆と　き／平成26年3月23日（日）　◆ところ／出雲市民会館
◆曲　目／出雲讃歌―天地のるつぼ―
◆募　集／合唱〜男声・女声　　　   ◆申込締切／8月12日（月）
◆おたずね・申し込み／出雲の春音楽祭実行委員会事務局（出雲交流会館）☎21-7580

ビッグハート出雲

島根県・島根県教育委員会・朝日新聞松江総局・毎日新聞松江支局・読売新聞松江支局・産經新聞松江支局・日本経済新聞社松江支局・中国新聞松江支局・山陰中央新報社・島根日日新聞社・
ＮＨＫ松江放送局・山陰中央テレビ・BSS山陰放送・日本海テレビ・エフエム山陰・FMいずも80.1MHz・出雲ケーブルビジョン・ひらたＣＡＴＶ株式会社

主催／出雲市・出雲市教育委員会・出雲総合芸術文化祭実行委員会
後援／

●お問い合せ／出雲総合芸術文化祭実行委員会（出雲市役所芸術文化振興課内）　TEL(0853)21-6514　※公演内容、日程および会場などは変更になる場合があります。予めご了承ください。

出演者募集

◆と　　き／９月７日（土） 17：00開演（16：00開場） ※出演者入場は16：30〜
◆特別ゲスト／河合第三小学校 金管バンド･モア（奈良県）
　　　　　　　ヴォーカリスト　岩谷ホタル（出雲市出身）
　　　　　　　　（竹内まりや作詞・作曲 「愛しきわが出雲」ピアノ・バージョン歌唱者）

◆出場団体／31団体
　【保 育 園】あすなろ、あすなろ第２
　【小 学 校】大津小、塩冶小、神戸川小、高松小、長浜小、四絡小、高浜小、平田小、荒木小、遙堪小
　【中 学 校】出雲一中、出雲二中、出雲三中、浜山中、河南中、南中、平田中、向陽中、光中、斐川西中
　【高等学校】出雲高、出雲商業高、出雲北陵高、出雲西高、平田高、大社高、開星中学高、松江西高、鳥取商業高
◆チケット（全席自由）／大人2,000円（当日2,200円）
　　　　　　　　　　　小学生〜高校生1,000円（当日1,200円）
◆プレイガイド／
　【出雲】アツタ楽器、イオン出雲店、ラピタ本店、ゆめタウン出雲、
　　　　出雲ドーム、ゆめタウン斐川、出雲市役所文化スポーツ課
　【松江】島根県民会館総合インフォメーション・チケットコーナー
　【ローソンチケット】 Lコード６６９９９
◆おたずね／出雲ドーム2000人の吹奏楽実行委員会事務局
　　　　　　（市役所文化スポーツ課内　☎21-6514）
※ご来場の際は、島根森紙業株式会社発着のシャトルバスや
　周辺臨時駐車場をご利用ください。

〜第21回大会（昨年）の様子〜

岩谷ホタル

第22回 出雲ドーム2000人の吹奏楽
～ドームに響け！ふるさと出雲のハーモニー♪ ～

出雲ドーム

チケット
好評

発売中

7/24（水）
チケット
発売開始

コロッケ 瀬口侑希 氷川きよし石原詢子 由紀さおり

ＮＨＫ「ごきげん歌謡笑劇団」公開収録の開催
ＮＨＫ「ごきげん歌謡笑劇団」公開収録決定！この番組は、地域の話題や土地柄をテーマにした
歌謡芝居や、豪華ゲストによる歌を通じて、その町の魅力をユーモアたっぷりに紹介します。

【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。

◆と　き／９月24日（火）　18:30開演（17:45開場）　21:00終演（予定）
◆出　演／司　会：コロッケ　　レギュラー出演：瀬口侑希、山岡秀明　　
　　　　　ゲスト：石原詢子、氷川きよし、由紀さおり　ほか（五十音順）
◆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／郵便往復はがきに次の必要事項を明記してお申し込みください。

【記入事項】 〈往信用裏面〉 ①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号
　　　　　 〈返信用表面〉 ①郵便番号 ②住所 ③氏名

【あて先】〒693-8530　出雲市文化スポーツ課「ごきげん歌謡笑劇団」係

◆申込期限／８月29日（木）必着
◆おたずね／文化スポーツ課　☎21－6514（土日祝除く・９:00〜17:00）
　　　　　　ＮＨＫ松江放送局　☎0852－32－0700（土日祝除く・9:30〜18:00）

出雲市民会館

※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９月11日（水）頃に発送します。
※インターネットオークション等での転売を目的としたお申し込みは、固くお断りします。
　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、抽選結果のご連絡のほか、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・氏名

何も記入
しないで
ください!!

「
ご
き
げ
ん

　
　

歌
謡
笑
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団
」係

申込者の
 ・郵便番号
 ・住所
 ・氏名
 ・電話番号

河合第三小学校 金管バンド ･ モア



2013.7.19広報いずも17

　  出雲大社「平成の大遷宮」奉祝

出雲Jr.フィル・プレミアムコンサート
～全国ジュニアオーケストラ・フェスティバルinいずも～

　  出雲大社「平成の大遷宮」奉祝

第24回出雲阿国歌舞伎 松竹大歌舞伎

【コンサート】 
◆と　き／ 8月24（土） 13：30開演（13：00開場）
◆出演団体／おおた芸術学校付属オーケストラ「ジュネス」（群馬県太田市）
　　　　　　山陰フィルジュニアオーケストラ（松江市）
　　　　　　出雲Jr.フィル（オーケストラ・合唱）
◆入場料（全席自由、税込）／小学生以上一律800円（当日1,000円）
◆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、アツタ楽器、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66467》

ほか　　※就学前のお子様の入場はできません。あらかじめご了承ください。

【奉納演奏】 
◆と　き／ 8月25日（日） 9：30〜　◆ところ／出雲大社神楽殿
◆入場料／無料
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／９月７日（土）　【昼の部】14：00開演（13：30開場）
　　　　　９月８日（日）　【昼の部】11：30開演（11：00開場）
　　　　　　　　　　　　【夜の部】16：30開演（16：00開場）
◆入場料（全席指定、税込）／S席6,000円、A席5,000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・8/22（木）までに要予約〕

◆プレイガイド／出雲市民会館ほか
◆おたずね／出雲交流会館　☎21-7580

大社文化プレイスうらら館

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金

雲州ふらたシネマステーション『少子高齢化上映会』 8月15日（木） 10：00～ 平田文化館 〈前売〉500円

第37回大社町民音楽祭 8月25日（日）
13：00開演（12：00開場）／16：30終演

大社文化プレイスうらら館
だんだんホール 無料

市民団体主催 ８月の催し

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
する音楽家等の発表の場として、隔月の第4 水曜日のお昼休み（12:20
〜12:50）にロビーコンサートを行なっています。

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25日（水）　◆出演者／今岡美保（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56回

出雲文化伝承館

屏風は古くから部屋の装飾や風除けなどと
して発達してきました。そこにはダイナミッ
クに花鳥や山水などが描かれ、また漢詩な
ども書かれ、大画面としての魅力や面白さ
があります。このたびは屏風を一堂に展観
し、その大画面の書画の魅力を紹介します。
◆と　き／7月20日（土）〜9月16日（月・祝）
◆休館日／毎週月曜日（祝日は開館）
◆開館時間／9:00〜17:00（入館は16:30まで）
◆観覧料／一般300円（20名以上の団体は100円割引）、
　　　　　高校生以下無料
◆おたずね／出雲文化伝承館　☎21-2460　FAX21-4165

夏季企画展　館蔵 屏風展
―大画面の書画の魅力―

第12回いずも新春コンサート 出演者募集

第12回いずも音楽コンクール 参加者募集

第6回 平野勲漫画コンクール 作品募集

◆と　き／平成26年１月５日（日）　14：00〜16：00
◆ところ／ビッグハート出雲　白のホール
◆出演資格／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、器楽のソロまたは重唱・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18日（水）必着
◆おたずね・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

歌唱部門、弦楽器部門に加えピアノ部門を新設しました。
多くの児童、生徒の皆さんの参加をお待ちしています。
◆と　き／11月10日（日）　９：30〜17：00（予定）
◆ところ／ビッグハート出雲・出雲交流会館　
◆参加資格／県内の小中学生（弦楽器の部は幼児の参加も可）
◆開催部門／歌唱の部、弦楽器の部、ピアノの部
　　　　　　※詳細についてはお問い合わせください。
◆参加料／独唱・独奏１人1,000円、重唱・連弾１人500円
◆申込期限／10月４日（金）必着
◆おたずね・申し込み／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

◆テーマ／祭りまたは自由（タイトルが必要）、漫画・イラスト
◆【子ども部門】小学生・中学生　【一般部門】高校生以上
　【高齢者部門】70歳以上
◆コマ数／1コマまたは4コマ　  ◆用紙・紙質／自由（下地は白）
◆色　彩／白黒・カラー不問　　　◆応募点数／一人1点　
◆作　品／未発表、模倣（まねた）作品不可（作品の返却は不可）
◆募集期間／8月10日（土）〜9月10日（火）　◆応募は無料　
◆送付先／平野勲記念館　〒693-0011 出雲市大津町1797

【優秀作品を表彰します】
◆表彰式／10月6日（日）10時〜10時30分　
◆会　場／大津町 西光寺
◆応募作品展示／10月6日(日)〜11月25日(月)
◆開館日／土・日・月曜日 10:00〜17:00（入館は16:30まで）　
◆入館料／中学生以上200円

◆おたずね／漫画コンクール担当：中村吉雄 ☎090-4808-6844まで

「大内絵屏風」(部分)

出雲囲碁フェスティバル

出演者募集

参加者募集

平野勲記念館

◆と　き／８月３日（土）  
◆ところ／大社文化プレイスうらら館 ごえんホール
【プロ棋士による指導対局】

◆時　間／9：00〜12：10（受付8：30〜10：30）
◆対局料／一般1,000円、高校生以下500円
◆申し込み／当日先着順で受付けます（定員24名）
◆指導棋士／桑本晋平六段、大澤奈留美四段
◆対局方法／桑本六段７面打ち、制限時間1時間30分
　　　　　　大澤四段５面打ち、制限時間1時間30分

【第11回出雲ジュニア囲碁大会】
◆時　間／13：15〜17：20　※参加申込受付は終了しました

おたずね／出雲囲碁フェスティバル実行委員会事務局
　　　　　（出雲交流会館内）　☎21-7580

大社文化プレイスうらら館

チケット
好評

発売中

チケット
好評

発売中
出雲市民会館


