
参加者募集

出雲ドーム 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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出雲市民会館

チケット
好評

発売中！

チケット
好評

発売中！

企画展　有馬侃回顧展
 郷土を代表する洋画家・有馬侃氏は森田茂（芸術院会員）に師事
し、東光展、日展等で活躍しました。日展では特選を2回受賞し、
審査員をつとめ、晩年には東光会理事長の重責を担いました。こ
のたびは有馬画伯の初期から晩年までの大作と小品約30点を展
示して、その芸術を振り返ります。
◆と　き／ 7月26日（土）～ 9月23日（火・祝）
◆開館時間／ 9：00～17：00（入館は16：30まで）
◆休館日／月曜（9月15日（月・祝）、22日（月）は開館）
◆観覧料／一般300円（200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／
　　8月10日（日）14：00～（40分程度）　
　　　　　　　　　　講師：北本雅己氏
　　8月24日（日）14：00～（40分程度）　
　　　　　　　　　　講師：鳥屋尾敬氏
　　※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

出雲文化伝承館

劇団四季ファミリーミュージカル
「魔法をすてたマジョリン」

子どもから大人まで幅広く楽しむ事ができる、
劇団四季によるファミリーミュージカル
◆と　き／ 10月18日（土）　18：30開演（18：00開場）
◆入場料（全席指定、税込）／ S席　4,100円、Ａ席　3,600円
　※3歳以上有料。3歳未満のお子様は、保護者1名につき1名まで膝上
　　鑑賞のみ無料。
　　託児サービスあり。［無料・10/2（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、
　　　　大社文化プレイスうらら館、平田文化館、
　　　　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63069 　
◆おたずね・託児の申し込み／
   出雲交流会館　☎ 21-7580
   （土・日・祝を除く9：00～17：00）
◆共　催／出雲メセナ協会

◆と　   き／ 9月13日（土）　開演17：00（開場16：00）
◆出場団体／ 32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、
               斐川西中、日野中（鳥取）
　【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、
                  立正大学淞南高、松江西高、情報科学高、鳥取商業高
◆特別ゲスト／箕面自由学園高等学校チアリーダー部　GOLDEN BEARS（大阪府）　　
◆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、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】島根県民会館しまね文化情報コーナー　　
                        【ローソンチケット】Lコード63164
◆おたずね／「出雲ドーム2000人の吹奏楽」実行委員会事務局（出雲市役所文化スポーツ課内　☎ 21-6514）
　　　　　　※出雲ドームの駐車場には限りがあります。島根森紙業株式会社発着のシャトルバスをご利用ください。

有馬侃　「床屋」　
1977年　日展

【箕面自由学園高等学校チアリーダー部GOLDENBEARS】

第23回「出雲ドーム2000人の吹奏楽」
～ご縁で奏でる2000人のハーモニー♪～

出雲未来図活性化事業
アートマネジメント人材育成事業
 企画制作コース「経営の安定化に関する考え方－助成金獲得
の方策とその戦略について－」

平成27年度に向けた助成金獲得の方策とその戦略について、3
日間の集中講義を行います。
◆とき・ところ／
　8月29日（金）13:30～18:00　燦プラザたいしゃ
　8月30日（土）10:00～12:00、13:00～17:00
　                  大社文化プレイスうらら館　会議室
　8月31日（日）10:00 ～ 12:00
　                  大社文化プレイスうらら館　会議室
◆受講料／ 1,500円（3日間）
◆対　象／劇場・音楽堂等に勤務する職員、芸術団体の主宰者
　　　　   及びアートマネジャー、文化活動者、アートマネジ
　　　　　メントを学ぶ学生、アートマネジメントに興味の
　　　　　ある方
◆講　師／柴田英杞
◆申込方法／①氏名②住所③連絡先④メールアドレス
　　　　　　⑤所属・志望動機（600字程度）⑥活動略歴
　　　　　　⑦企画提案したい事業の企画書（Ａ4用紙2枚
　　　　　　　程度）をFAXまたは郵送でお送りください。
◆申込期限／ 8月15日（金）必着
◆おたずね・申し込み／
　出雲交流会館　〒693‐0002　今市町北本町2-1-10
　☎ 21-7580、FAX 21-6372
　　　　　　　　　　　

参加者募集

第13回いずも新春コンサート　出演者募集
 ◆と　き／平成27年1月11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17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 

出演者募集

出雲芸術アカデミーでは、夏休み期間中に音楽体験講座を
企画します。この夏、見て・触れて・演奏して、音楽の楽し
さを体感してみませんか!?
◆とき・内容／合唱８月9日（土）、弦楽器8月17日（日）、
　　　　　　 親子リトミック8月24日（日）
◆ところ／出雲交流会館
◆参加料／無料
◆対　象／幼児から大人まで
◆おたずね・申し込み／出雲芸術アカデミー事務局　
　☎ 21-6371（月曜日を除く9:00～17：00）
　※詳細は、出雲芸術アカデミーホームページをご覧くだ
　　さい。
 

アカデミー体験講座2014夏 
第13回いずも音楽コンクール　参加者募集
 多くの児童、生徒の皆さんの参加をお待ちしております。
◆と　き／ 11月8日（土）・9日（日） 
                9：30～17：00（予定）
◆ところ／ビッグハート出雲　
◆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2日（木）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

参加者募集

あり   ま  ただし

第12回サウンドフェスタ大心路
 出雲市近郊で活動するアコースティックサウンドを重視した
ストリートミュージシャンやストリートパフォーマーによる
手作りライブコンサート

◆と　き／ 8月31日（日）　
　　　　　13：00開演予定（12：30開場）
◆入場料（全席自由・税込）／
　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

ビッグハート出雲

平野勲記念館

長谷川摂子展《後期展》絵本が目をさますとき　―読み継がれる絵本やお話の世界―
 

「めっきらもっきら どおんどん」長谷川摂子 作、ふりやなな 画、福音館書店

後期展では、長谷川摂子さんの絵本作家としての最初の作品から晩年に至る代表的な絵本、お話の世界をご覧いただきます。
◆と　き／ 8月2日（土）～10月5日（日）
◆開館時間／ 9：00～17：00　　◆休館日／毎週火曜日
◆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

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～
◆ところ／展示館前小ホール　　◆対　象／小学生以上、一般
◆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

平田本陣記念館

第７回平野勲漫画コンクール　作品募集
 ◆作　品／漫画、イラスト　
◆テーマ／祭りまたは自由（タイトルが必要）
◆部　門／【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　未発表、模倣（まねた）作品不可　
　　　　　　※応募は無料です。また、作品は返却しません。
◆募集期間／ 8月10日（日）～９月10日（水） 
◆送付先／平野勲記念館　
　　　　　〒693-0011　大津町1797

　表彰式
　◆と　き／ 10月5日（日）　10：00～10：30
　◆ところ／大津町　西光寺
　◆応募作品展示／ 10月5日（日）～ 12月1日（月）
　◆開館日／土・日・月曜日　10：00～17：00
　◆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　
                  ☎ 090-4808-6844



参加者募集

出雲ドーム 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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出雲市民会館

チケット
好評

発売中！

チケット
好評

発売中！

企画展　有馬侃回顧展
 郷土を代表する洋画家・有馬侃氏は森田茂（芸術院会員）に師事
し、東光展、日展等で活躍しました。日展では特選を2回受賞し、
審査員をつとめ、晩年には東光会理事長の重責を担いました。こ
のたびは有馬画伯の初期から晩年までの大作と小品約30点を展
示して、その芸術を振り返ります。
◆と　き／ 7月26日（土）～ 9月23日（火・祝）
◆開館時間／ 9：00～17：00（入館は16：30まで）
◆休館日／月曜（9月15日（月・祝）、22日（月）は開館）
◆観覧料／一般300円（200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／
　　8月10日（日）14：00～（40分程度）　
　　　　　　　　　　講師：北本雅己氏
　　8月24日（日）14：00～（40分程度）　
　　　　　　　　　　講師：鳥屋尾敬氏
　　※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

出雲文化伝承館

劇団四季ファミリーミュージカル
「魔法をすてたマジョリン」

子どもから大人まで幅広く楽しむ事ができる、
劇団四季によるファミリーミュージカル
◆と　き／ 10月18日（土）　18：30開演（18：00開場）
◆入場料（全席指定、税込）／ S席　4,100円、Ａ席　3,600円
　※3歳以上有料。3歳未満のお子様は、保護者1名につき1名まで膝上
　　鑑賞のみ無料。
　　託児サービスあり。［無料・10/2（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、
　　　　大社文化プレイスうらら館、平田文化館、
　　　　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63069 　
◆おたずね・託児の申し込み／
   出雲交流会館　☎ 21-7580
   （土・日・祝を除く9：00～17：00）
◆共　催／出雲メセナ協会

◆と　   き／ 9月13日（土）　開演17：00（開場16：00）
◆出場団体／ 32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、
               斐川西中、日野中（鳥取）
　【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、
                  立正大学淞南高、松江西高、情報科学高、鳥取商業高
◆特別ゲスト／箕面自由学園高等学校チアリーダー部　GOLDEN BEARS（大阪府）　　
◆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、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】島根県民会館しまね文化情報コーナー　　
                        【ローソンチケット】Lコード63164
◆おたずね／「出雲ドーム2000人の吹奏楽」実行委員会事務局（出雲市役所文化スポーツ課内　☎ 21-6514）
　　　　　　※出雲ドームの駐車場には限りがあります。島根森紙業株式会社発着のシャトルバスをご利用ください。

有馬侃　「床屋」　
1977年　日展

【箕面自由学園高等学校チアリーダー部GOLDENBEARS】

第23回「出雲ドーム2000人の吹奏楽」
～ご縁で奏でる2000人のハーモニー♪～

出雲未来図活性化事業
アートマネジメント人材育成事業
 企画制作コース「経営の安定化に関する考え方－助成金獲得
の方策とその戦略について－」

平成27年度に向けた助成金獲得の方策とその戦略について、3
日間の集中講義を行います。
◆とき・ところ／
　8月29日（金）13:30～18:00　燦プラザたいしゃ
　8月30日（土）10:00～12:00、13:00～17:00
　                  大社文化プレイスうらら館　会議室
　8月31日（日）10:00 ～ 12:00
　                  大社文化プレイスうらら館　会議室
◆受講料／ 1,500円（3日間）
◆対　象／劇場・音楽堂等に勤務する職員、芸術団体の主宰者
　　　　   及びアートマネジャー、文化活動者、アートマネジ
　　　　　メントを学ぶ学生、アートマネジメントに興味の
　　　　　ある方
◆講　師／柴田英杞
◆申込方法／①氏名②住所③連絡先④メールアドレス
　　　　　　⑤所属・志望動機（600字程度）⑥活動略歴
　　　　　　⑦企画提案したい事業の企画書（Ａ4用紙2枚
　　　　　　　程度）をFAXまたは郵送でお送りください。
◆申込期限／ 8月15日（金）必着
◆おたずね・申し込み／
　出雲交流会館　〒693‐0002　今市町北本町2-1-10
　☎ 21-7580、FAX 21-6372
　　　　　　　　　　　

参加者募集

第13回いずも新春コンサート　出演者募集
 ◆と　き／平成27年1月11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17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 

出演者募集

出雲芸術アカデミーでは、夏休み期間中に音楽体験講座を
企画します。この夏、見て・触れて・演奏して、音楽の楽し
さを体感してみませんか!?
◆とき・内容／合唱８月9日（土）、弦楽器8月17日（日）、
　　　　　　 親子リトミック8月24日（日）
◆ところ／出雲交流会館
◆参加料／無料
◆対　象／幼児から大人まで
◆おたずね・申し込み／出雲芸術アカデミー事務局　
　☎ 21-6371（月曜日を除く9:00～17：00）
　※詳細は、出雲芸術アカデミーホームページをご覧くだ
　　さい。
 

アカデミー体験講座2014夏 
第13回いずも音楽コンクール　参加者募集
 多くの児童、生徒の皆さんの参加をお待ちしております。
◆と　き／ 11月8日（土）・9日（日） 
                9：30～17：00（予定）
◆ところ／ビッグハート出雲　
◆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2日（木）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

参加者募集

あり   ま  ただし

第12回サウンドフェスタ大心路
 出雲市近郊で活動するアコースティックサウンドを重視した
ストリートミュージシャンやストリートパフォーマーによる
手作りライブコンサート

◆と　き／ 8月31日（日）　
　　　　　13：00開演予定（12：30開場）
◆入場料（全席自由・税込）／
　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

ビッグハート出雲

平野勲記念館

長谷川摂子展《後期展》絵本が目をさますとき　―読み継がれる絵本やお話の世界―
 

「めっきらもっきら どおんどん」長谷川摂子 作、ふりやなな 画、福音館書店

後期展では、長谷川摂子さんの絵本作家としての最初の作品から晩年に至る代表的な絵本、お話の世界をご覧いただきます。
◆と　き／ 8月2日（土）～10月5日（日）
◆開館時間／ 9：00～17：00　　◆休館日／毎週火曜日
◆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

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～
◆ところ／展示館前小ホール　　◆対　象／小学生以上、一般
◆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

平田本陣記念館

第７回平野勲漫画コンクール　作品募集
 ◆作　品／漫画、イラスト　
◆テーマ／祭りまたは自由（タイトルが必要）
◆部　門／【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　未発表、模倣（まねた）作品不可　
　　　　　　※応募は無料です。また、作品は返却しません。
◆募集期間／ 8月10日（日）～９月10日（水） 
◆送付先／平野勲記念館　
　　　　　〒693-0011　大津町1797

　表彰式
　◆と　き／ 10月5日（日）　10：00～10：30
　◆ところ／大津町　西光寺
　◆応募作品展示／ 10月5日（日）～ 12月1日（月）
　◆開館日／土・日・月曜日　10：00～17：00
　◆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　
                  ☎ 090-4808-6844


