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平成26年度

受講者
募集中!

出雲市生涯学習講座出雲市生涯学習講座
学びは豊かな人生の第一歩 !! あなたの好奇心を応援します☆

たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

申し込み・おたずね／市民活動支援課　
☎ 2１-６５２８  FAX  2１-6299

応募方法：電話、ファクス、電子メールのいずれか　※電子メールの件名は「出雲市生涯学習講座申込」としてください。
必要事項：１.講座名　２.郵便番号　３.住所　４.氏名（ふりがな）　５.年齢　６.電話番号（お持ちの方は携帯番号も）
　　　　　７.託児の希望（無料）※「暮らしに身近な金融経済」のみ託児があります。
応募締切：９月11日（木）※応募多数の場合は抽選になります。
　　　　　※定員に達しない場合は延長し、定員になりしだい締め切ります。
決定通知：締め切り後1週間以内に郵送します。

■◆■次回の講座受講者募集は広報いずも１０月号（９月１９日発行）に掲載予定です■◆■
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出雲の今を伝える
～魅力あふれる出雲を実感～

全3回 第1回は木綿街道の由来や活動についてのお話と、観光客
にも大好評のガイドによるまち歩きを楽しみます。第2回
は日本野鳥の会副会長として全国を飛び回る佐藤仁志さん
から出雲の神話や歴史を絡めた自然環境や野鳥などについ
て伺います。第3回は昨年度の受講者からリクエストの多
かった鵜鷺のまち歩きを行います。北前船の寄港地の面影
が残る風景は多くの発見や楽しみに出会えます。【定　員】24名　

【受講料】100円（3回分）　※別途昼食代として第1回は850円、第3回は1,000円が必要です。
　　　　※昼食は第1回は出西しょうがカレーセット、第3回はカフェうさぎで藻塩おにぎり定食をいただきます♪

出雲國講座④

全1回 木質バイオマス活用の取組み先進地である「佐田地域」を巡
るツアーです。テーマは古くて新しい「木」の恵みと物語。紅
葉美しい立久恵峡を経由し、バスは佐田へ。まずは、木材チッ
プ工場を見学し、古民家「一縁荘」で、昔懐かしい五右衛門風
呂をご覧いただきます。ゆかり館では、現代のお風呂焚き機

「木質チップボイラー」を見学。昼食、休憩の後、須佐神社に参
拝し、ご神木である樹齢１３００年の「大杉さん」のお話でこ
のツアーを締めくくります。

暮らしに身近な金融経済
全4回 これだけは知っておきたい！知らないと損するお金の基礎知

識や、身近に潜んでいる消費者トラブルの新しい手口などを
一緒に学びませんか？より豊かな生活のためにも役立つ情
報をキャッチしましょう。

【定　員】30名
【受講料】100円（4回分）　
【会　場】市役所本庁くにびき大ホール
【時　間】14:00 ～ 15:30
【企　画】島根県金融広報委員会

託児
あり

pj.enamihs.omuzi.ytic@uhsukag ：  電子メール

【開催日】11月8日(土)【時間】9:00 ～ 15:00
【定　員】30名　
【受講料】900円　※別途昼食代として1,300円が必要です。
【コース】須佐チップ工場有限会社、一縁荘、ゆかり館、須佐神社　【集合場所】市役所西側　本庁舎第2駐車場

大人の新エネバスツアー2014
～佐田の木の恵み～

環 境

経 済
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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20回出雲総合芸術文化祭(市民参加部門)の作品募集
部　門 催物名・開催日・会場 出品規格等 申込方法

短　歌
第64回出雲短歌大会
11月3日(月･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。

〒693-0044 荒茅町672
　☎ 28-2390
締切／9月14日(日)

川　柳

第36回出雲市川柳大会
11月15日(土)
パルメイト出雲
パルメイトホール

兼　題：｢結ぶ｣ ｢天｣ ｢照る｣ ｢典｣ ｢家｣ ｢継ぐ｣
　　　(各題2句出句)

会費2,000円（昼食費含む）。欠席投句料1,000
円(現金または小為替、切手不可)を添えて、伊
藤玲子さんへ。

〒693-0006 白枝町423
　☎ 23-3200
締切／10月31日(金)

俳　句
第58回出雲市俳句大会
11月9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（現金または小為替、切手不
可）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。

〒693-0058 出雲市矢野町203
締切／10月9日（木）

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15日(土)･16日(日)
出雲市立出雲中央図書館

詩題は自由。七言絶句で、自作のもの。
1人2詩まで

漢詩と読下し文を記入し、投稿料1首1,000円
（現金または小為替、切手不可）を添えて、郵送
で田高一成さんへ。

〒693-0062 中野町697-18
　☎／ FAX 21-8541
締切／9月15日(月・祝)

日本画

出雲市美術展「日本画」
12月5日（金）～7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：公募展発表済みの作品も可、額装されたもの
◆搬　入／12月4日(木)13:00 ～14:00
◆搬　出／12月7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。
【㈲米原画材】 〒693-0001 今市町716

　　　　　　　 ☎ 21-0766
　【大 森 幹 雄】 〒691-0076 園町284
　　　　　　　 ☎ 69-1040
締切／11月20日(木）

洋　画

出雲市美術展［洋画］
11月7日(金) ～9日(日)
出雲文化伝承館
縁結び交流館

サイズ：油彩は6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／11月6日(木)13:00 ～15:30
◆搬　出／11月9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。

〒693-0001 今市町716
　☎ 21-0766
締切／10月20日(月）

書　道

出雲市美術展「書道」
10月31日(金) ～11月2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：額装また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30日(木)13:00 ～14:00
◆搬　出／11月2日(日)16:00 ～17:00

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。

〒693-0001 今市町1225
　☎/FAX 22-1621
締切／10月6日(月)

写　真

出雲市美術展「写真」
12月5日（金）～7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22日(土)13:30 ～17:00
　　　　　ビッグハート出雲・文化サロン
◆搬　出／12月7日(日）表彰式終了後
　　　　　　（表彰式：16:00 ～）

事前の申込不要。
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14日(金)～16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13日(木)
◆搬　出／11月16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。

〒699-0624 斐川町上直江1259-2
　☎ 72-0609
締切／11月11日(火)
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10月2日（木）1回目

開催日

9:30 ～ 13:00

10:00 ～ 12:00

時 間

平田木綿街道まちなみガイド
～江戸から今に伝える歴史～

木綿街道振興会
平井　敦子

木綿街道交流館
木綿街道

10月15日（水）2回目
出雲の野鳥の話あれこれ
～出雲の歴史にみる自然環境と野鳥の秘話～

日本野鳥の会
副会長　佐藤　仁志 トキ学習コーナー

10:00 ～ 13:3010月30日（木）3回目
鵜鷺のまち歩き
～たばこしながらおちらと歩きましょ～

鵜鷺げんきな会
安部　勇

鵜鷺コミュニティセンター
鵜鷺地区

講座内容 講　師 会　場回

9月25日（木）1回目

開催日

私たちを取り巻く金融経済の動き
島根県金融広報委員会常任委員
日本銀行松江支店総務課長
茨木　衛

10月23日（木）2回目 気をつけよう！最近の消費者トラブル
島根県金融広報委員会
金融広報アドバイザー
福田　雅子

11月6日（木）3回目 いまさら人には聞けない生活マネー知識①
～社会制度編～ 島根県金融広報委員会

金融広報アドバイザー
萬代　幸次11月27日（木）4回目 いまさら人には聞けない生活マネー知識②

～生活応用編～

講座内容 講　師回

暮らしに身近な金融経済
全4回 これだけは知っておきたい！知らないと損するお金の基礎知
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