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第11回 出雲和文化まつり

NHK 「ごきげん歌謡笑劇団」 「ごきげん歌に乾杯！」 の放送予定

日本の伝統文化のすばらしさを多くの市民の皆さまに
お伝えするとともに、新しい世代へ継承し、より発展
的・創造的な総合芸術文化活動の振興を図るために、
出雲和文化交流会の構成団体がそれぞれの特徴を活か
した催しを行います。

◆と　き／11月23日（土）・24日（日） 9：00～16：00
◆ところ／出雲文化伝承館

９月24日（火）に出雲市民会館で公開収録が行われた番組の放送予定をお知らせします。

◆放送予定／＊ラジオ第１ 「ごきげん歌に乾杯！」　11月27日（水）20：05～21：30
　　　　　　＊総         合 「ごきげん歌謡笑劇団」　12月12日（木）20：00～20：43　※放送日時は変更になる場合があります。

◆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、伊東四朗、氷川きよし、由紀さおり （五十音順）

◆おたずね／NHK松江放送局　☎0852-32-0700（土日祝除く9：30～18：00）
　　　　　　出雲市文化スポーツ課　☎21-6514（土日祝除く9：00～17：00）

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。

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／11月27日（水）　◆芦原　充（ヴァイオリン）

◆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

おたずね・各講座 講演会申し込み／
　　　　　　　出雲文化伝承館　☎21-2460

第57回

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。

◆と　き／12月15日（日）14：00開演（13：30開場）　◆入場無料
◆入選作品
　＊少し時間をください／作詞：池田茂（出雲市）
　＊わたしの出会い／作詞：伊藤八恵（出雲市）
　＊なにげない出会い／作詞：稲岡俊一（東京都）
　＊夏 日御碕小学校／作詞：高橋さくら、内藤才貴、別所千夏、柳勇翔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日御碕小学校4年生）
　＊出会う・つなぐ・未来／作詞：花田敦子（出雲市）
　＊私

わたし

 出
い ず も

雲女
に ょ う ば ん こ

房子／作詞：水たかし（大阪府）

◆おたずね／出雲交流会館　☎21-7580

第19回 わたしのうたコンサート
大社文化プレイスうらら館 ごえんホール

放送のお知らせ

【参加券】 〈一般券〉前売券800円（当日のみ有効）　
　　　　 〈一般券〉当日券1,000円
　　　　 〈子ども券〉前売・当日とも300円（高校生以下）
○参加券は出雲文化伝承館にあります。
※参加券で各催しに1日参加できます。

【お茶券】 お茶券（一席）500円（お茶席のみのご利用となります）

※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。

ところ／とき 11月23日(土) 11月24日(日)

出 雲 屋 敷

日本舞踊　筝曲・邦楽演奏
担当：出雲邦楽邦舞連盟
11：00～／13：30～ ※１

伝承館こども筝・日本舞踊
教室発表

担当：出雲邦楽邦舞連盟
11：00～ ※１

伝承館こどもいけばな教室作品展示
両日とも 9：00～16：00　　担当：出雲市華道連盟

文化
工房

実習室

「チャレンジ講座
　お茶博士になろう」

　担当：出雲部茶商組合
10：00～11：00

対象：小学生～一般の方
要申込 ※１

「チャレンジ講座　
和菓子職人になろう」

　　担当：出雲菓子協会
  9：00～10：00
10：30～11：30

対象：小学生と保護者、一般の方
（材料費１人300円）要申込 ※１

展示室 いけ花展(池坊・小原流) 　両日とも 9：00～16：00
担当：出雲市華道連盟

縁結び交流館

講演会 「冷泉家の歴史と文化」
講師：冷泉為人氏
13：30～15：00

要申込（先着200名）

松　籟　亭 お 茶 席(9：00～16：00)
担当：不昧流 ※２

お 茶 席(9：00～16：00)
担当：表千家 ※２

本館展示室 特別展 「生誕130年　小村大雲展」 ※３

出雲文化伝承館

・チャレンジ講座 「お茶博士になろう」
・チャレンジ講座 「和菓子職人になろう」（材料費１人300円）

参加ご希望の方は両講座ともお電話でお申し込みください。

※１：参加券が必要　　※２：参加券またはお茶券が必要　
※３：参加券または観覧料500円が必要
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大正ロマン昭和モダン展 前期展 第６回出雲神在月
市民芸術文化の祭典

出雲文化伝承館

◆とき・ところ／10月19日（土）～11月24日（日）
　出雲文化伝承館（月曜休館・11月4日は開催）、平田本陣記念館（火曜休館）
◆観覧料／出雲文化伝承館　一般600円（500円）、高校生以下無料
　　　　　平田本陣記念館　一般500円（400円）、小・中・高生200円（100円）
　　　　　二館共通券　　　一般800円
◆関連事業／ギャラリートーク〈担当学芸員〉
　　　　　　平田本陣記念館　11月  9日（土）11：00～（30分程度）
◆おたずね／出雲文化伝承館 ☎21-2460、 平田本陣記念館 ☎62-5090

　小村大雲は、明治16年（1883）現在の出雲
市平田町に生まれ、その優れた画才を明治後期
から昭和初期に花開かせ、文展・帝展を中心に
活躍し、54年の生涯を画業一筋に尽くした日
本画家です。また大雲は郷土を代表する日本画
家の一人として、今日でも出雲で親しまれ愛好
者の多い作家です。
　このたびは生誕130年にちなみ郷土が生ん
だ日本画家、小村大雲の顕彰展を出雲文化伝承
館と平田本陣記念館で同時開催し、その画業を
振り返ります。※展示作品は各館で異なります。

出雲文化伝承館・平田本陣記念館同時開催特別展

生誕130年　小村大
た い

雲
う ん

展 
―出雲を代表する日本画家の画業―

地域に根ざした文化振興および伝承活動
の促進を目的に、出雲市内の芸術文化団体がそれぞれの地域
に伝承される伝統芸能や創作芸能を披露します。
◆と　き／11月17日（日） 13：00開演（12：30開場）　　
◆入場料／無料
◆出演団体／神戸川太鼓、差海木遣り唄同好会、箏晴会・尺八

有志、ViVi ダンスキッズ、田儀神楽保存会、多伎
町いさり火太鼓同好会、大土地神楽保存会 神楽
方、ひがし躍ろう会、佐田町民謡連合会、奥田儀
田植囃子保存会、スカットコール＆ハナミズキ

◆おたずね／多伎町文化協会（多伎コミュニティセンター内）
　　　　　　☎86-2853

本展では、竹久夢二・高畠華宵らの肉筆画や挿絵原画をはじめ、
大正から昭和にかけて活躍した人気挿絵作家らの少年少女誌、
楽譜、装丁本、絵葉書など多種多様な作品で近代日本の大衆ア
ートの時代を紹介します。大正のロマンチックな少女像や昭和
初期のモダンな女性像の競演をお楽しみください。
◆と　き／11月30日（土）～2014年2月2日（日）　
◆休館日／火曜日、12月29日～1月3日
◆開館時間／9時～17時
◆入館料／一般500円（400円）、
　　　　　小・中・高生200円（100円）　
　　　　　※括弧内は20名以上の団体料金

◆おたずね／平田本陣記念館
　　　　　　☎62-5090

多伎コミュニティセンター　大ホール平田本陣記念館

平田本陣記念館

「神　風」 島根県立美術館蔵 「大 楠 公」 平田本陣記念館蔵

出雲文化伝承館出品 平田本陣記念館出品

※（　）内は20名以上の団体料金

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金
出雲市美術展 ［書道］ 11月１日(金)～３日(日・祝) ビッグハート出雲 無料
文化講演会 

（津軽三味線ユニット 来世楽） 11月２日(土) 湖陵コミュニティセンター 無料

第46回出雲菊花大会 11月２日(土)～10日(日) 出雲市役所 出雲だんだん広場 無料
第63回出雲短歌大会 11月３日(日・祝） 出雲市民会館 無料
出雲市合同いけばな展 11月３日(日・祝)・４日(月) 出雲体育館 無料
第57回出雲市俳句大会 11月10日(日) 出雲市民会館 投句料1,000円
混声合唱団クリスタルコール平田　
第19回定期演奏会 11月10日(日) 平田文化館 一般500円(当日600円)　

高校生以下無料
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 無料
第35回出雲市川柳大会 11月16日(土) パルメイト出雲 無料
出雲漢詩大会 11月16日(土)・17日(日) 出雲中央図書館 無料
第24回琴城流大正琴出雲支部発表会 11月17日(日) 出雲市民会館 無料
ひらた吹奏楽団　第19回演奏会 11月17日(日) 平田文化館 一般500円、小学生以下無料

福島明也～懐かしい日本のうた～
バリトンリサイタル 11月17日（日） 大社文化プレイスうらら館

一般3,000円（当日3,500円）
音楽協会会員1,500円（当日2,000円）

高校生以下500円
第38回大社町総合美術展 11月21日（木）～24日（日） 大社文化プレイスうらら館 無料
出雲和紙ちぎり絵展 11月23日(土・祝)～25日(月) ビッグハート出雲 無料
第28回プラタナス・Ｍｙ・コンサート 11月24日(日) 平田文化館 無料

市民団体主催 11月の催し

高畠華宵「花をいだいて（鈴蘭）」©弥生美術館▶


