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　  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
◆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。

◆プレイガイド／
　出雲市民会館、ビッグハート出雲、
　平田文化館、大社文化プレイスうらら館、
　スサノオホール、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65312》ほか
◆おたずね／
　出雲交流会館
　☎21-7580

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12回いずも新春コンサート 
出演者募集
◆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

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／11月30日（土）　18：00開演（17：30開場）
◆入場料（全席指定、税込）／6,000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・11/14（木）までに要予約]
◆プレイガイド／
　出雲市民会館、ビッグハート出雲、平田文化館、
　大社文化プレイスうらら館、スサノオホール、
　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
　島根県民会館チケットコーナー
　ローソンチケット 《Lコード 66901》
◆おたずね・託児の申し込み／
　出雲交流会館　☎21-7580

綾戸智恵コンサート 
“Forever Young”

チケット
好評

発売中

出雲市民会館

出雲市民会館

Photo by Eishun Ikeda

8/31（土）
チケット
発売開始
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手から手へ展
絵本作家から子どもたちへ 
3.11後のメッセージ

第12回いずも音楽コンクール 
参加者募集

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金

油絵グループ たけの子会展 ９月27日（金）～29日（日）
9:00～17:00 平田文化館 無　料

市民団体主催 ９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間仕切りなどの調度とし
て発達し重宝されてきました。そこにはダイナミック
に花鳥や山水などが描かれ、また漢詩などもあらわさ
れて大画面としての魅力や面白さがあります。このた
びは館蔵品を中心に屏風を一堂に展観し、大画面の書
画の魅力を紹介します。
◆と　き／9月16日（月・祝）まで
◆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、
　　　　　高校生以下無料
　　　　　（20名以上の団体は100円割引）
◆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―

出雲メセナ協会支援事業
平成26年度の募集について

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（独・重唱）、弦楽器の部（独奏）、
　　　　　　ピアノの部（独奏・連弾）
　　　　　　※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

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。
◆申込期限／10月31日（木）
◆事業の実施期日／平成26年１月１日〜12月31日
◆おたずね／出雲メセナ協会事務局
　（公益財団法人出雲市芸術文化振興財団）
　☎21-6371

日本のイラストレーター有志が、
世界の仲間たちに声をかけて、
企画された展覧会。テーマは、

「3.11後の世界から私たちの未来
を考える」。アーティストたちが発するメッセージが観
客の方々に届き、それが人々の手から手へと伝わり世
界に広がっていくことを願い、７カ国110名の絵本作
家たちが参加した世界に巡回されている展覧会です。

◆と　き／8月24日（土）〜10月6日（日）　
◆休館日／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）
　　　　　※（　）内は20名以上の団体料金
◆おたずね／平田本陣記念館　☎62-5090

事 業 募 集

参加者募集

平田本陣記念館

勝田哲「弾琴図」

いまこのとき、私たちアーチストができることのひとつ。
私たちの発するメッセージがみなさんのこころに届き、
それらが人々の手から手へと伝わっていくことを願い
ます。

降矢奈々（絵本作家・「手から手へ」展主催者代表）



2013.8.20 広報いずも 18

部　門 催物名・開催日・会場 出品規格等 申込方法

短　歌

第63回出雲短歌大会
11月3日(日･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。
締切／9月14日（土）

〒693-0044 荒茅町672　☎ 28-2390

洋　画

出雲市美術展［洋画］
10月25日(金)～27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24日(木)13:00～15:30
◆搬　出／10月27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。
締切／10月10日(木）

〒693-0001 今市町716　☎ 21-0766

書　道

出雲市美術展「書道」
11月1日(金)～3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／10月31日(木)13:00～14:00
◆搬　出／11月  3日(日)16:00～17:00

各書道専門店にある所定の連絡票に記入のう
え、郵送または FAX で、杉原恒心さんへ。
出品料 1,000 円は搬入時に。
締切／10月6日(日)

〒693-0001 今市町1225
　☎/FAX 22-1621

川　柳

第35回出雲市川柳大会
11月16日(土)
パルメイト出雲　
パルメイトホール

兼　題：｢森｣ ｢師｣ ｢台｣ ｢目｣ ｢手｣ ｢荒れる｣
　　　　（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。
締切／10月31日(木)

〒693-0006 白枝町423
　　　　　☎ 23-3200

俳　句

第57回出雲市俳句大会
11月10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。

　締切／10月10日（木）
　 〒693-0058 出雲市矢野町203
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／11:30～12:30
　 稲根克也　☎ 090-8247-7866

漢　詩
出雲漢詩大会
11月16日(土)･17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。
締切／9月30日（月）

〒693-0062 中野町697-18
　☎/FAX 21-8541

日本画

出雲市美術展「日本画」
12月6日（金）～8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：未発表で額装されたもの
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5日(木)13:00～14:00
◆搬　出／12月8日(日)16:10～

所定の申込用紙に記入のうえ、出品料 1,000
円を添えて、㈲米原画材または大森幹雄さんへ。
締切／11月20日(水）

【㈲米原画材】〒693-0001 今市町716
　 　　　　　　  ☎ 21-0766
　 【大 森 幹 雄】〒691-0076 園町284
　　　　 　　　  ☎ 69-1040

写　真

出雲市美術展「写真」
12月6日（金）～8日（日）
出雲文化伝承館　
縁結び交流館

サイズ：四ツ切、A4 サイズ、ワイド四ツ切も可
点　数：1 人 3 点まで ( モノクロ ･ カラー）
その他：単写真で未発表作品に限る。額装はガラス
を外す。パネル貼り可。必ず吊りヒモを付ける。撮
影された作品は、本人または管理者に了解を得て出
品する。
◆搬　入／11月23日（土・祝）13:00 ～ 17:00
　　　　　ビッグハート出雲・文化サロン
◆搬　出／12月8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。

☎ 24-0552

パッチ
ワーク

パッチワーク・キルト展
11月15日(金)～17日(日)
出雲文化伝承館　
縁結び交流館

教室に所属せず、オリジナル作品に限る
◆搬　入／11月14日（木）
◆搬　出／11月17日（日）

はがきに、住所・氏名・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、三島郁子さんへ。出品料は 1 点に
つき 1,000 円、搬入時に。
締切／11月12日(火)

〒699-0624 斐川町上直江1259-2
　☎ 72-0609

※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。
※問合先：問　申込先：

第19回出雲総合芸術文化祭（市民参加部門）の作品募集


