
地域で活動する音楽家や愛好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

出雲文化伝承館

参加者募集

第 20 回（平成 26 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。
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◆と　き／ 9月3日（水）
　　　　　【昼の部】14：00開演（13：30開場）　【夜の部】18：30開演（18：00開場）
◆出　演／市川猿之助、市川中車ほか
◆演　目／小栗栖の長兵衛、襲名披露口上、義経千本桜 川連法眼館の場
◆入場料（全席指定・税込）／Ｓ席 6,200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・8/21（木）までに要予約］
◆プレイガイド／
　【出雲】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、ゆめタウン出雲、ゆめタウン斐川、ラピタ本店
　【松江】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 62412
◆おたずね・託児の申し込み／出雲交流会館 　☎ 21‐7580（土・日・祝日を除く9：00 ～ 17：00）
◆共　催／出雲メセナ協会

出雲市民会館

第25回出雲阿国歌舞伎　松竹大歌舞伎

©松竹

チケット
好評

発売中！
出雲フィルハーモニー交響楽団
第18回定期演奏会
 

出雲市民会館

海の日恒例の出雲フィル（iPhil）定期演奏会。今回は出雲総合芸術
文化祭の第20回と、アドルフ・サックス生誕200年を記念したプ
ログラム！どうぞお楽しみに。
◆と　き／ 7月21日［月／海の日］14:00開演（13:00開場）
◆演奏曲／♪祝典序曲 イ長調（ショスタコーヴィチ）
　　　　　♪サクソフォン協奏曲 変ホ長調（グラズノフ）
　　　　　♪交響曲 ニ短調（フランク）　　ほか
◆指　揮／中井章徳
◆ソリスト／長瀬敏和（サクソフォン）
◆入場料（全席自由・税込）／
　一般1,500円（当日1,800円）
　ペア2,500円（前売のみ）
　ユース800円（当日1,000円）･･･小学生～28歳までの学生対象
　※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・7/10（木）までに要予約］
◆プレイガイド／
　【出雲】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、アツタ楽器、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 62205　　ほか
◆チケットプレゼント／
　小学生～高校生以下の方を先着200名様ご招待!!
　ハガキ、FAXまたはメールで、①〒・住所 ②氏名 ③電話番号 
　④学校名・学年を明記の上、［出雲芸術アカデミー事務局 出雲
　フィルチケットプレゼント係］までお申込みください（1名に
　つきチケット1枚プレゼント）。［7月8日（火）必着］
◆おたずね・託児の申し込み
　出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）　☎ 21-6371

出雲文化伝承館

企画展　出雲の社寺宝物展
－郷土の神社仏閣の優れた文化財と
　　　　　　　　　  出雲の大国さま－
　出雲地方は悠久の歴史に彩られ、また優れた文化が今日ま
で連綿と続いています。
　このたびは郷土の社寺に伝わる初公開を含む優れた文化財
を紹介して当地方の歴史と文化を改めて考察します。シリー
ズの第1回展です。
　またあわせて、江戸後期から明治時代にかけての出雲の大
国信仰について紹介します。
《主な社寺等》
北島国造家、日御碕神社、永徳寺（斐川町）、神宮寺（平田町）、
弘法寺（下古志町）ほか

◆と　き／ 7月21日（月・祝）まで
◆休館日／月曜（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500円（400円）、高校生以下無料　　　
　　　　　※（　）は20名以上の団体料金

ギャラリートーク
◆と　き／ 6月29日（日）14：00～
  　　　　  7月13日（日）11：00～
　  　　　 （各回40分程度）
◆担　当／当館学芸員
　※申し込みは不要ですが観覧料が必要です。

◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

第61回　「「ルビーズ」のメンバーによる二胡の演奏
◆と　き／ 7月23日（水）　◆出演者／渡邉瑠璃恵、前田久美子
◆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

長谷川摂子展　前期展　絵本が目をさますとき
 

①～④とも
◆ところ／展示館前小ホール
◆参加費／無料、ただし入館料で展示館に入館された方が対象です。
◆おたずね・申し込み／平田本陣記念館　☎ 62-5090

「したきりすずめ」長谷川摂子 文、
ましませつこ 絵、岩波書店

市川猿之助

県指定文化財　日御碕神社　縹（はなだ）糸威肩白四十八間筋兜

市川中車

チケット
好評

発売中！

出雲囲碁フェスティバル
 

プロ棋士による指導対局とジュニア将棋大会を行います！
◆とき・ところ／ 7月27日（日）　出雲弥生の森博物館　たいけん学習室
プロ棋士による指導対局
◆時　間／９：00～12：00（受付8：30～）
◆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40名）
◆指導棋士／森雞二九段、香川愛生女流王将
第４回里見香奈杯争奪 出雲弥生の森ジュニア将棋大会
◆時　間／13：15～17：00（受付12：30 ～）
◆対　象／小中学生（定員80名）
◆参加料／ 500円（当日受付で）
◆部　門／・中学生　・小学生Ａクラス（３級以上）　
　　　　　・小学生Ｂクラス（４級以下）　※段級位は自己申告
◆申込締切／ 7月9日（水）

プロ棋士による指導対局とジュニア囲碁大会を行います！
◆とき・ところ／ 8月2日（土）　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～）
◆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、巻幡多栄子四段
◆対局方法／桑本六段７面打ち、制限時間1時間30分
　　　　　　巻幡四段5面打ち、制限時間1時間30分
第12回出雲ジュニア囲碁大会
◆時　間／13：15 ～ 17：20（受付12：30 ～ 13：15）
◆対　象／県内の小中学生（定員80名）
◆参加料／ 500円（当日受付で）※おぼえたてクラスは無料
◆部　門／中学生名人（初段以上）、小学生名人（初段以上）、
　　　　　Ａクラス（1 ～ 7級）、Ｂクラス（8 ～ 13級）、
　　　　　Ｃクラス（制限なし）、
　　　　　おぼえたてクラス（制限なし）　
　　　　　※段級位は自己申告
◆申込締切／ 7月15日（火）必着

◆おたずね・申し込み／
　実行委員会事務局（出雲交流会館内）
　☎ 21-7580
　（土・日・祝日を除く9：00～17：00）、
　FAX 21-6372

将棋フェスティバル 
「第4回里見香奈杯争奪　出雲弥生の森ジュニア将棋大会」 

◆と　き／ 7月27日（日）まで
◆休館日／毎週火曜日
◆開館時間／ 9:00 ～17:00
◆入館料／
　一般510円（410円）
　小・中・高生200円（100円）　
　※（　）は20名以上の団体料金

①絵本の読み聞かせ
◆と　き／ 7月5日（土）　14：00～（子ども向け）
②記念講演会
◆と　き／ 8月2日（土）　14：00 ～ 15：30（先着40名・要申込）
◆講　師／絵本作家　ましませつこさん
◆演　題／「長谷川摂子さんと絵本」
③親子チャレンジ　はり絵（コラージュ）をつくろう
◆と　き／ 8月3日（日）　14：00 ～ 16：00（先着20名・要申込）
◆対　象／小学生以上　　◆講　師／絵本作家　ましませつこさん
◆持参品／水彩絵の具道具ほか※画用紙はこちらで用意します。
④長谷川摂子さんの小説「人形の旅立ち」の読み聞かせ
◆と　き／ 8月17日(日)14:00 ～　◆対象／小学生以上、一般

～夏休みこども教室～
A.やきもの教室（計2回の教室です）
お皿やコップを作ってみよう！形づくり、絵付けの2回で完成です。
◆対　象／①小学校3～6年　②小学校1・2年生親子
◆と　き／形づくり：7月23日（水）　①9:30 ～ 11:30　②13:00 ～ 15:00
　　　　　絵付け　：8月  9日（土）　①9:30 ～ 11:30　②13:00 ～ 15:00
◆講　師／糸賀正和氏・岡美恵子氏
◆参加費／①1,000円　②親子で2,000円
◆定　員／①24人　②12組
◆持参品／エプロン・タオル

B.水彩画教室
絵の描き方を専門の先生に基礎から教えてもらおう！
◆対　象／①小学校1・2年生、②小学校3～6年生
◆と　き／ 7月27日（日）　①9:30 ～ 12:00　②9:30 ～ 15:00
◆参加費／ 500円　　◆定員／ 40名
◆持参品／弁当（②参加者のみ）・飲み物・水彩絵の具道具、画板など
　　　　　※画用紙はこちらで用意します。
◆講　師／板倉幸昌氏・金築秀俊氏・福田佳史氏

C.和菓子作り・お抹茶体験教室
午前は和菓子をつくり、午後は自分のつくった和菓子でお抹茶の飲み方
や作法を楽しく教えてもらおう！
◆対　象／小学校1～6年生
◆と　き／ 8月3日（日）　10:00 ～ 15:00
◆参加費／ 1,000円　　◆定員／ 25名
◆持参品／弁当・飲み物・筆記用具・エプロン・タオル・白いソックス
◆講　師／和菓子作り:出雲菓子協会、お抹茶体験:不昧流

D.箏体験教室
E.日本舞踊体験教室　
※D・Eはどちらか1つ体験できます。
日頃体験することの少ない箏、日本舞踊にチャレンジしてみよう！
◆対　象／小学校1～6年生　
◆と　き／ 7月30日（水）　10:00 ～ 15:00　　
◆参加費／ 300円　　◆定員／各5名
◆持参品／［D.箏］弁当・飲み物・筆記用具・白いソックス
　　　　　［E.日本舞踊］弁当・飲み物・浴衣・足袋または白いソックス
◆講　師／出雲邦楽邦舞連盟

F.とーんと昔お話会
出雲地方の民話やわらべうたを親子で楽しんでみませんか！
◆対　象／ 4歳から小学校の親子　　
◆と　き／ 8月10日（日）10：30 ～ 12：00　
◆参加無料　　◆定員／ 30名
◆講　師／いずも民話の会（子どものかたりべも参加します）

申込方法
「往復はがき」で申し込んでください。
◆申込締切／ 7月13日（日）必着
◆結果連絡／返信用はがきでお知らせします。
　　※応募者多数の場合は抽選となります。※先着順ではありません。
　　※各教室とも初参加の方を優先とします。
宛先／〒693-0054  出雲市浜町520  出雲文化伝承館　こども教室係
送信はがきに書き込むこと／
・参加希望教室名（A.やきもの教室、B.水彩画教室は①、②のいずれか明記  
 してください）
・参加希望人数　・お名前　・住所（郵便番号と番地も明記してください）
・連絡先電話番号　・通学している保育園・幼稚園・学校名と学年

◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

平田本陣記念館

出雲市役所 ロビー東

こと

まっちゃ

に  ほん ぶ  よう

（平田町出身）
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◆と　き／ 9月3日（水）
　　　　　【昼の部】14：00開演（13：30開場）　【夜の部】18：30開演（18：00開場）
◆出　演／市川猿之助、市川中車ほか
◆演　目／小栗栖の長兵衛、襲名披露口上、義経千本桜 川連法眼館の場
◆入場料（全席指定・税込）／Ｓ席 6,200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・8/21（木）までに要予約］
◆プレイガイド／
　【出雲】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、ゆめタウン出雲、ゆめタウン斐川、ラピタ本店
　【松江】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 62412
◆おたずね・託児の申し込み／出雲交流会館 　☎ 21‐7580（土・日・祝日を除く9：00 ～ 17：00）
◆共　催／出雲メセナ協会

出雲市民会館

第25回出雲阿国歌舞伎　松竹大歌舞伎

©松竹

チケット
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発売中！
出雲フィルハーモニー交響楽団
第18回定期演奏会
 

出雲市民会館

海の日恒例の出雲フィル（iPhil）定期演奏会。今回は出雲総合芸術
文化祭の第20回と、アドルフ・サックス生誕200年を記念したプ
ログラム！どうぞお楽しみに。
◆と　き／ 7月21日［月／海の日］14:00開演（13:00開場）
◆演奏曲／♪祝典序曲 イ長調（ショスタコーヴィチ）
　　　　　♪サクソフォン協奏曲 変ホ長調（グラズノフ）
　　　　　♪交響曲 ニ短調（フランク）　　ほか
◆指　揮／中井章徳
◆ソリスト／長瀬敏和（サクソフォン）
◆入場料（全席自由・税込）／
　一般1,500円（当日1,800円）
　ペア2,500円（前売のみ）
　ユース800円（当日1,000円）･･･小学生～28歳までの学生対象
　※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・7/10（木）までに要予約］
◆プレイガイド／
　【出雲】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、アツタ楽器、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 62205　　ほか
◆チケットプレゼント／
　小学生～高校生以下の方を先着200名様ご招待!!
　ハガキ、FAXまたはメールで、①〒・住所 ②氏名 ③電話番号 
　④学校名・学年を明記の上、［出雲芸術アカデミー事務局 出雲
　フィルチケットプレゼント係］までお申込みください（1名に
　つきチケット1枚プレゼント）。［7月8日（火）必着］
◆おたずね・託児の申し込み
　出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）　☎ 21-6371

出雲文化伝承館

企画展　出雲の社寺宝物展
－郷土の神社仏閣の優れた文化財と
　　　　　　　　　  出雲の大国さま－
　出雲地方は悠久の歴史に彩られ、また優れた文化が今日ま
で連綿と続いています。
　このたびは郷土の社寺に伝わる初公開を含む優れた文化財
を紹介して当地方の歴史と文化を改めて考察します。シリー
ズの第1回展です。
　またあわせて、江戸後期から明治時代にかけての出雲の大
国信仰について紹介します。
《主な社寺等》
北島国造家、日御碕神社、永徳寺（斐川町）、神宮寺（平田町）、
弘法寺（下古志町）ほか

◆と　き／ 7月21日（月・祝）まで
◆休館日／月曜（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500円（400円）、高校生以下無料　　　
　　　　　※（　）は20名以上の団体料金

ギャラリートーク
◆と　き／ 6月29日（日）14：00～
  　　　　  7月13日（日）11：00～
　  　　　 （各回40分程度）
◆担　当／当館学芸員
　※申し込みは不要ですが観覧料が必要です。

◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

第61回　「「ルビーズ」のメンバーによる二胡の演奏
◆と　き／ 7月23日（水）　◆出演者／渡邉瑠璃恵、前田久美子
◆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

長谷川摂子展　前期展　絵本が目をさますとき
 

①～④とも
◆ところ／展示館前小ホール
◆参加費／無料、ただし入館料で展示館に入館された方が対象です。
◆おたずね・申し込み／平田本陣記念館　☎ 62-5090

「したきりすずめ」長谷川摂子 文、
ましませつこ 絵、岩波書店

市川猿之助

県指定文化財　日御碕神社　縹（はなだ）糸威肩白四十八間筋兜

市川中車

チケット
好評

発売中！

出雲囲碁フェスティバル
 

プロ棋士による指導対局とジュニア将棋大会を行います！
◆とき・ところ／ 7月27日（日）　出雲弥生の森博物館　たいけん学習室
プロ棋士による指導対局
◆時　間／９：00～12：00（受付8：30～）
◆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40名）
◆指導棋士／森雞二九段、香川愛生女流王将
第４回里見香奈杯争奪 出雲弥生の森ジュニア将棋大会
◆時　間／13：15～17：00（受付12：30 ～）
◆対　象／小中学生（定員80名）
◆参加料／ 500円（当日受付で）
◆部　門／・中学生　・小学生Ａクラス（３級以上）　
　　　　　・小学生Ｂクラス（４級以下）　※段級位は自己申告
◆申込締切／ 7月9日（水）

プロ棋士による指導対局とジュニア囲碁大会を行います！
◆とき・ところ／ 8月2日（土）　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～）
◆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、巻幡多栄子四段
◆対局方法／桑本六段７面打ち、制限時間1時間30分
　　　　　　巻幡四段5面打ち、制限時間1時間30分
第12回出雲ジュニア囲碁大会
◆時　間／13：15 ～ 17：20（受付12：30 ～ 13：15）
◆対　象／県内の小中学生（定員80名）
◆参加料／ 500円（当日受付で）※おぼえたてクラスは無料
◆部　門／中学生名人（初段以上）、小学生名人（初段以上）、
　　　　　Ａクラス（1 ～ 7級）、Ｂクラス（8 ～ 13級）、
　　　　　Ｃクラス（制限なし）、
　　　　　おぼえたてクラス（制限なし）　
　　　　　※段級位は自己申告
◆申込締切／ 7月15日（火）必着

◆おたずね・申し込み／
　実行委員会事務局（出雲交流会館内）
　☎ 21-7580
　（土・日・祝日を除く9：00～17：00）、
　FAX 21-6372

将棋フェスティバル 
「第4回里見香奈杯争奪　出雲弥生の森ジュニア将棋大会」 

◆と　き／ 7月27日（日）まで
◆休館日／毎週火曜日
◆開館時間／ 9:00 ～17:00
◆入館料／
　一般510円（410円）
　小・中・高生200円（100円）　
　※（　）は20名以上の団体料金

①絵本の読み聞かせ
◆と　き／ 7月5日（土）　14：00～（子ども向け）
②記念講演会
◆と　き／ 8月2日（土）　14：00 ～ 15：30（先着40名・要申込）
◆講　師／絵本作家　ましませつこさん
◆演　題／「長谷川摂子さんと絵本」
③親子チャレンジ　はり絵（コラージュ）をつくろう
◆と　き／ 8月3日（日）　14：00 ～ 16：00（先着20名・要申込）
◆対　象／小学生以上　　◆講　師／絵本作家　ましませつこさん
◆持参品／水彩絵の具道具ほか※画用紙はこちらで用意します。
④長谷川摂子さんの小説「人形の旅立ち」の読み聞かせ
◆と　き／ 8月17日(日)14:00 ～　◆対象／小学生以上、一般

～夏休みこども教室～
A.やきもの教室（計2回の教室です）
お皿やコップを作ってみよう！形づくり、絵付けの2回で完成です。
◆対　象／①小学校3～6年　②小学校1・2年生親子
◆と　き／形づくり：7月23日（水）　①9:30 ～ 11:30　②13:00 ～ 15:00
　　　　　絵付け　：8月  9日（土）　①9:30 ～ 11:30　②13:00 ～ 15:00
◆講　師／糸賀正和氏・岡美恵子氏
◆参加費／①1,000円　②親子で2,000円
◆定　員／①24人　②12組
◆持参品／エプロン・タオル

B.水彩画教室
絵の描き方を専門の先生に基礎から教えてもらおう！
◆対　象／①小学校1・2年生、②小学校3～6年生
◆と　き／ 7月27日（日）　①9:30 ～ 12:00　②9:30 ～ 15:00
◆参加費／ 500円　　◆定員／ 40名
◆持参品／弁当（②参加者のみ）・飲み物・水彩絵の具道具、画板など
　　　　　※画用紙はこちらで用意します。
◆講　師／板倉幸昌氏・金築秀俊氏・福田佳史氏

C.和菓子作り・お抹茶体験教室
午前は和菓子をつくり、午後は自分のつくった和菓子でお抹茶の飲み方
や作法を楽しく教えてもらおう！
◆対　象／小学校1～6年生
◆と　き／ 8月3日（日）　10:00 ～ 15:00
◆参加費／ 1,000円　　◆定員／ 25名
◆持参品／弁当・飲み物・筆記用具・エプロン・タオル・白いソックス
◆講　師／和菓子作り:出雲菓子協会、お抹茶体験:不昧流

D.箏体験教室
E.日本舞踊体験教室　
※D・Eはどちらか1つ体験できます。
日頃体験することの少ない箏、日本舞踊にチャレンジしてみよう！
◆対　象／小学校1～6年生　
◆と　き／ 7月30日（水）　10:00 ～ 15:00　　
◆参加費／ 300円　　◆定員／各5名
◆持参品／［D.箏］弁当・飲み物・筆記用具・白いソックス
　　　　　［E.日本舞踊］弁当・飲み物・浴衣・足袋または白いソックス
◆講　師／出雲邦楽邦舞連盟

F.とーんと昔お話会
出雲地方の民話やわらべうたを親子で楽しんでみませんか！
◆対　象／ 4歳から小学校の親子　　
◆と　き／ 8月10日（日）10：30 ～ 12：00　
◆参加無料　　◆定員／ 30名
◆講　師／いずも民話の会（子どものかたりべも参加します）

申込方法
「往復はがき」で申し込んでください。
◆申込締切／ 7月13日（日）必着
◆結果連絡／返信用はがきでお知らせします。
　　※応募者多数の場合は抽選となります。※先着順ではありません。
　　※各教室とも初参加の方を優先とします。
宛先／〒693-0054  出雲市浜町520  出雲文化伝承館　こども教室係
送信はがきに書き込むこと／
・参加希望教室名（A.やきもの教室、B.水彩画教室は①、②のいずれか明記  
 してください）
・参加希望人数　・お名前　・住所（郵便番号と番地も明記してください）
・連絡先電話番号　・通学している保育園・幼稚園・学校名と学年

◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

平田本陣記念館

出雲市役所 ロビー東

こと

まっちゃ

に  ほん ぶ  よう

（平田町出身）


