
出雲文化伝承館 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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平田本陣記念館

川角町子展
小伊津町（平田地域）出身の洋画家、川角町子さん（近代美術
協会会員）の作品を展示します。ふるさとを想いながら自然
をテーマに描いてきた作品をご覧ください。
◆と　き／10月18日（土）～11月23日（日・祝）
◆開館時間／9:00～17:00
◆休館日／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
◆川角町子ギャラリートーク
　10月26日（日）14：00～（40分程度）
　※申し込みは不要ですが入館料が
　　必要です。
◆おたずね／平田本陣記念館　
　☎ 62-5090

いけばな展示、茶席、邦楽邦舞、和菓子作りなど、出雲和文
化交流会の構成団体がそれぞれの特徴をいかした催しを
行います。

と　き／11月22日（土）、11月23日（日・祝）
参加券／一般券　前売券820円（当日券1,030円）

　　　　　子ども券　前売・当日とも300円（高校生以下）
　　　　　※参加券は構成団体または出雲文化伝承館に
　　　　　　あります。
　　　　　※参加券で催しに1日参加できます。

お茶券／お茶券（一席）510円
◆主な催し
　・茶席（裏千家、三斎流）　　　・箏曲、邦舞発表
　・チャレンジ講座①「勾玉アクセサリー作り教室」（22日のみ）
　・チャレンジ講座②「和菓子職人になろう」（23日のみ）
　・「いけ花」展示　　・地元特産品販売　　・「出雲なんきん」展示即売（23日のみ）
　※参加券で伝承館特別展「出雲焼展」が観覧できます。
　※チャレンジ講座は別途材料費が必要です。
　※「いけ花」展示、地元特産品販売、「出雲なんきん」展示即売以外は参加券
　　が必要です。

◆おたずね・申し込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

回帰…海へ　2013年　近代美術協会50周年記念展出品

第12回出雲和文化まつり

出雲芸術アカデミー音楽院受講生秋季募集
11月からの音楽院〈本科・別科〉受講生を募集します。

【本科】…小学生～高校生対象
  ・リトミックコース（小学1～3年生）
  ・合唱コース（小学４年生～高校2年生）
  ・オーケストラコース（小学生～高校2年生）
　＊出願期間　10月1日（水）～ 17日（金）
　＊適性をみるための演奏と面接（合唱･オーケストラ希望者）　
      10月25日（土）　 

【別科】…大人対象（18歳以上）
  ・合唱コース【コーラス・レパートリー】
  ・オーケストラコース【オーケストラ・レパートリー】（高校3年生可）
  ・邦楽コース【邦楽合奏】（高校3年生可）
　＊別科については随時募集しています。

【幼児科】…3歳～就学前の幼児対象（親子）
  ・親子リトミックコース【リトル】【マミー＆ミー】【トライ＆ドゥ】
 ※年齢に応じてクラスを編成しています。平日開講クラス大歓迎！
 詳しくはおたずねください。ホームページにも記載しています。
◆おたずね・申し込み／出雲芸術アカデミー事務局　☎ 21-6371

出雲メセナ協会支援事業平成27年度の
募集について
 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（金）
◆事業の実施期日／平成27年1月1日～ 12月31日
◆おたずね・申し込み／出雲メセナ協会事務局　☎ 21-6371

オペラ制作コース
「日本オペラの系譜とオペラ制作の現状と課題」
日本の国産オペラの歴史とオペラ制作の現状、地域でのオペ
ラ制作における留意点やマネジメント体制等。

と　き／11月1日（土）10:00～12:30
ところ／出雲市民会館304会議室
受講料／500円
対　象／興味のある方はどなたでも参加できます。

講　師／石田麻子（昭和音楽大学教授）
定　員／30名
申込期限／10月27日（月）※定員になりしだい締め切り。
おたずね・申し込み／（公財）出雲市芸術文化振興財団事業課

　〒693‐0002 今市町北本町2-1-10　☎ 21-7580、
　FAX 21-6372
 

参加者募集

湖陵コミュニティセンター　大ホール
文化講演会
ミュージカル落語「ありがとうが世界を変える絆39」
 誰もが笑い！泣き！元気が出る講演です。
“語り歌う”エンターテイメント、ミュージ
カル落語をお楽しみください。

と　き／11月1日（土）14:00～15:30
講　師／ミュージカル落語家　

　　　　   三遊亭究斗　氏
入場料無料　　　
申込不要　
おたずね／湖陵支所市民サービス課　

　　　　　　☎ 43-1212

事業募集

「出雲焼」とは江戸時代に藩窯であった楽山焼と布志名焼の総称です。これらは
不昧公の卓越した審美眼と指導により洗練されていき、現在でもその歴史は続
いています。その優品の数々を紹介します。

と　き／10月18日（土）～11月30日（日）
開館時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
休館日／月曜（祝日は開館）
観覧料／一般720円（620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
11月3日（月・祝）14:00～（40分程度）

   11月16日（日）14:00～（40分程度）
   ※申し込みは不要ですが、観覧料が必要です。

特別展　出雲焼展　－楽山、布志名の茶道具、座敷の道具－

わが国の食文化と四條家の伝統についての講演。
と　き／10月25日（土） 13:30～15:00

講　師／四條隆彦氏
　　　　　（四條司家41代当主、四條流庖丁）

ところ／縁結び交流館
定　員／100名（先着順）　
入場無料

文化講演会
歴史の中の日本料理
－世界に冠たる日本料理の美学－

出雲芸術アカデミー音楽院
特別講座【日本文化講座】11月開講

 
出雲市内の芸術文化団体がそれぞれの地域の伝統芸能や創作
芸能を披露し、出雲文化の創造を目指します。

と　き／11月3日（月・祝）9:45開演
　　　　　　　　　　　　（9:00開場／15:15終演予定）

出演団体／さだ須佐太鼓、佐田町民謡連合会、北陵幼稚園
　（おどり）、窪田舞踊クラブ、美月会（舞踊）、さくら会（舞
　踊）、奥田儀田植囃子保存会、朝原笙
　友会（神楽）、神戸川太鼓、差海木遺
　り同好会、稲田姫（おどり）、心響
　（こころ）、大社舞踊と邦楽の会、花
　柳萠淡社中（舞踊）、窪田神楽社中

入場無料
おたずね／佐田町文化協会（NＰО法人スサノオの風内）  

　☎ 84-0833

受講者募集

第７回出雲神在月市民芸術文化の祭典
 

スサノオホール

受講者募集

大社文化プレイスうらら館

チケット
好評

発売中！

出雲Jr.フィル・プロムナードコンサートⅡ
◆と　き／ 11月16日（日）14:00開演（13:30開場）
◆出　演／
   出雲Jr.フィル（出雲芸術アカデミー音楽院本科合唱コース、
　オーケストラコースシンフォニーオーケストラ）
◆演奏曲／
　♪ニーダロス・ジャズ・ミサ（チルコット）
   ♪交響曲　第2番　ロ短調「勇者」（ボロディン）
　♪カンタータ「土の歌」より「大地讃頌」（佐藤眞）　ほか
◆入場料（全席自由、税込）／ 800円（当日1,000円）
　※就学前のお子様の入場はできません。無料託児サービスを
　　ご利用ください。［11 ／6（木）までに要予約］
◆プレイガイド／大社文化プレイスうらら館、出雲市民会館、
　ビッグハート出雲、アツタ楽器、ラピタ本店、ゆめタウン出雲、
　ゆめタウン斐川、平田文化館、スサノオホール　ほか
◆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）　☎ 21-6371

市民団体主催 10月・11月の催し

し じょうたかひこ

◆と　き／各クラス月2回程度（基本的に第1・3土曜日の午後）
◆ところ／出雲市民会館、出雲交流会館　ほか
◆内　容／「舞踊アンサンブルクラス」（群舞）
　　　　　古典曲や現代邦楽、さらにクラシック音楽による
　　　　　舞踊アンサンブルを習得する
　　　　　「箏曲アンサンブルクラス」（合奏）
　　　　　五線譜による古典曲や現代邦楽の箏曲アンサンブル
　　　　　を習得する
◆受講料／各クラス月額2,000円（楽器使用料含む）
◆対　象／小学生～高校2年生　※ただし、小学生は基礎を
　　　　　習得した者とする。
◆定　員／各クラス10名程度
◆講　師／舞踊…西川沢妙　
　　　　　箏曲…板倉佳苗、大月邦弘、福田寿美子
◆申込方法／所定の申込書に記入し、出雲芸術アカデミー
　　　　　　事務局へ提出。詳しくはお問い合わせください。
◆申込期限／11月9日（日）
◆体験講座／舞踊…10月26日（日）9:30～10:30
　　　　　　箏曲…①10月19日（日）11:00～12:00
　　　　　　　　　②10月26日（日）11:00～12:00
　　　　　　会場：出雲市民会館　お電話でお申し込みください。
◆おたずね・申し込み／出雲芸術アカデミー事務局
　　　　　　　　　　 〒693-0002　今市町北本町2-1-10
              　　　　　  ☎ 21-6371　FAX 21-6372

出雲未来図活性化事業出雲未来図活性化事業

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
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平田本陣記念館

川角町子展
小伊津町（平田地域）出身の洋画家、川角町子さん（近代美術
協会会員）の作品を展示します。ふるさとを想いながら自然
をテーマに描いてきた作品をご覧ください。

と　き／10月18日（土）～11月23日（日・祝）
開館時間／9:00～17:00
休館日／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
川角町子ギャラリートーク

　10月26日（日）14：00～（40分程度）
　※申し込みは不要ですが入館料が
　　必要です。

おたずね／平田本陣記念館　
　☎ 62-5090

いけばな展示、茶席、邦楽邦舞、和菓子作りなど、出雲和文
化交流会の構成団体がそれぞれの特徴をいかした催しを
行います。
◆と　き／11月22日（土）、11月23日（日・祝）
◆参加券／一般券　前売券820円（当日券1,030円）
　　　　　子ども券　前売・当日とも300円（高校生以下）
　　　　　※参加券は構成団体または出雲文化伝承館に
　　　　　　あります。
　　　　　※参加券で催しに1日参加できます。

◆お茶券／お茶券（一席）510円
◆主な催し
　・茶席（裏千家、三斎流）　　　・箏曲、邦舞発表
　・チャレンジ講座①「勾玉アクセサリー作り教室」（22日のみ）
　・チャレンジ講座②「和菓子職人になろう」（23日のみ）
　・「いけ花」展示　　・地元特産品販売　　・「出雲なんきん」展示即売（23日のみ）
　※参加券で伝承館特別展「出雲焼展」が観覧できます。
　※チャレンジ講座は別途材料費が必要です。
　※「いけ花」展示、地元特産品販売、「出雲なんきん」展示即売以外は参加券
　　が必要です。

◆おたずね・申し込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

楽山　釣瓶水指
らくざん つる べ  みずさし

第12回出雲和文化まつり

出雲芸術アカデミー音楽院受講生秋季募集
11月からの音楽院〈本科・別科〉受講生を募集します。

【本科】…小学生～高校生対象
  ・リトミックコース（小学1～3年生）
  ・合唱コース（小学４年生～高校2年生）
  ・オーケストラコース（小学生～高校2年生）
　＊出願期間　10月1日（水）～ 17日（金）
　＊適性をみるための演奏と面接（合唱･オーケストラ希望者）　
      10月25日（土）　 

【別科】…大人対象（18歳以上）
  ・合唱コース【コーラス・レパートリー】
  ・オーケストラコース【オーケストラ・レパートリー】（高校3年生可）
  ・邦楽コース【邦楽合奏】（高校3年生可）
　＊別科については随時募集しています。

【幼児科】…3歳～就学前の幼児対象（親子）
  ・親子リトミックコース【リトル】【マミー＆ミー】【トライ＆ドゥ】
 ※年齢に応じてクラスを編成しています。平日開講クラス大歓迎！
 詳しくはおたずねください。ホームページにも記載しています。

おたずね・申し込み／出雲芸術アカデミー事務局　☎ 21-6371

出雲メセナ協会支援事業平成27年度の
募集について
 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（金）
事業の実施期日／平成27年1月1日～ 12月31日
おたずね・申し込み／出雲メセナ協会事務局　☎ 21-6371

オペラ制作コース
「日本オペラの系譜とオペラ制作の現状と課題」
日本の国産オペラの歴史とオペラ制作の現状、地域でのオペ
ラ制作における留意点やマネジメント体制等。
◆と　き／11月1日（土）10:00～12:30
◆ところ／出雲市民会館304会議室
◆受講料／500円
◆対　象／興味のある方はどなたでも参加できます。

◆講　師／石田麻子（昭和音楽大学教授）
◆定　員／30名
◆申込期限／10月27日（月）※定員になりしだい締め切り。
◆おたずね・申し込み／（公財）出雲市芸術文化振興財団事業課
　〒693‐0002 今市町北本町2-1-10　☎ 21-7580、
　FAX 21-6372
 

参加者募集

湖陵コミュニティセンター　大ホール
文化講演会
ミュージカル落語「ありがとうが世界を変える絆39」
 誰もが笑い！泣き！元気が出る講演です。
“語り歌う”エンターテイメント、ミュージ
カル落語をお楽しみください。
◆と　き／11月1日（土）14:00～15:30
◆講　師／ミュージカル落語家　
　　　　   三遊亭究斗　氏
◆入場料無料　　　
◆申込不要　
◆おたずね／湖陵支所市民サービス課　
　　　　　　☎ 43-1212

事業募集

「出雲焼」とは江戸時代に藩窯であった楽山焼と布志名焼の総称です。これらは
不昧公の卓越した審美眼と指導により洗練されていき、現在でもその歴史は続
いています。その優品の数々を紹介します。
◆と　き／10月18日（土）～11月30日（日）
◆開館時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
◆休館日／月曜（祝日は開館）
◆観覧料／一般720円（620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

11月3日（月・祝）14:00～（40分程度）
   11月16日（日）14:00～（40分程度）
   ※申し込みは不要ですが、観覧料が必要です。

特別展　出雲焼展　－楽山、布志名の茶道具、座敷の道具－

わが国の食文化と四條家の伝統についての講演。
◆と　き／10月25日（土） 13:30～15:00

◆講　師／四條隆彦氏
　　　　　（四條司家41代当主、四條流庖丁）
◆ところ／縁結び交流館
◆定　員／100名（先着順）　
◆入場無料

文化講演会
歴史の中の日本料理
－世界に冠たる日本料理の美学－

出雲芸術アカデミー音楽院
特別講座【日本文化講座】11月開講

 
出雲市内の芸術文化団体がそれぞれの地域の伝統芸能や創作
芸能を披露し、出雲文化の創造を目指します。
◆と　き／11月3日（月・祝）9:45開演
　　　　　　　　　　　　（9:00開場／15:15終演予定）
◆出演団体／さだ須佐太鼓、佐田町民謡連合会、北陵幼稚園
　（おどり）、窪田舞踊クラブ、美月会（舞踊）、さくら会（舞
　踊）、奥田儀田植囃子保存会、朝原笙
　友会（神楽）、神戸川太鼓、差海木遺
　り同好会、稲田姫（おどり）、心響
　（こころ）、大社舞踊と邦楽の会、花
　柳萠淡社中（舞踊）、窪田神楽社中
◆入場無料
◆おたずね／佐田町文化協会（NＰО法人スサノオの風内）  
　☎ 84-0833

受講者募集

第７回出雲神在月市民芸術文化の祭典
 

スサノオホール

受講者募集

大社文化プレイスうらら館

チケット
好評

発売中！

出雲Jr.フィル・プロムナードコンサートⅡ
と　き／ 11月16日（日）14:00開演（13:30開場）
出　演／

   出雲Jr.フィル（出雲芸術アカデミー音楽院本科合唱コース、
　オーケストラコースシンフォニーオーケストラ）

演奏曲／
　♪ニーダロス・ジャズ・ミサ（チルコット）
   ♪交響曲　第2番　ロ短調「勇者」（ボロディン）
　♪カンタータ「土の歌」より「大地讃頌」（佐藤眞）　ほか

入場料（全席自由、税込）／ 800円（当日1,000円）
　※就学前のお子様の入場はできません。無料託児サービスを
　　ご利用ください。［11 ／6（木）までに要予約］

プレイガイド／大社文化プレイスうらら館、出雲市民会館、
　ビッグハート出雲、アツタ楽器、ラピタ本店、ゆめタウン出雲、
　ゆめタウン斐川、平田文化館、スサノオホール　ほか

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）　☎ 21-6371

市民団体主催 10月・11月の催し

催　　事　　名 と　　き ところ 料　　金
平田民謡発表会 10月5日(日) 平田文化館 無料

第30回平田美術展 10月9日（木）～ 13日（月・祝） 平田本陣記念館 無料
平田民芸同好会　会員作品展 10月11日（土）、12日（日） 平田文化館 無料

池坊・小原流合同  いけばな展 10月12日（日）、13日（月・祝） 平田文化館 無料

秋季山野草展示会 10月25日（土）、26日（日） 平田文化館 無料
平田短歌大会 10月18日（土） 平田文化館 無料

大社出雲菊の会菊花大会 10月28日(火) ～ 11月23日(日・祝) 出雲大社勢溜 無料

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 無料
出雲市合同いけばな展 11月2日(日)・3日(月・祝) 出雲体育館 無料
第64回出雲短歌大会 11月3日(月・祝） 出雲市民会館 無料

第50回邦楽邦舞鑑賞会 10月26日（日）　13:30開演 出雲市民会館 前売800円（当日1,000円）

たいしゃ俳句大会
　大社町俳句協会創立15周年記念
　俳句大会第20回記念

10月12日（日） 受付 11：00 ～ 12：30
　　　　　　　 投句締切　12：45
　　　　　　　 記念大会　13：00 ～記念講演
　　　　　　　 　　　　　14：00 ～俳句大会

大社文化プレイスうらら館 1,000円(参加料)

し じょうたかひこ

◆と　き／各クラス月2回程度（基本的に第1・3土曜日の午後）
◆ところ／出雲市民会館、出雲交流会館　ほか
◆内　容／「舞踊アンサンブルクラス」（群舞）
　　　　　古典曲や現代邦楽、さらにクラシック音楽による
　　　　　舞踊アンサンブルを習得する
　　　　　「箏曲アンサンブルクラス」（合奏）
　　　　　五線譜による古典曲や現代邦楽の箏曲アンサンブル
　　　　　を習得する
◆受講料／各クラス月額2,000円（楽器使用料含む）
◆対　象／小学生～高校2年生　※ただし、小学生は基礎を
　　　　　習得した者とする。
◆定　員／各クラス10名程度
◆講　師／舞踊…西川沢妙　
　　　　　箏曲…板倉佳苗、大月邦弘、福田寿美子
◆申込方法／所定の申込書に記入し、出雲芸術アカデミー
　　　　　　事務局へ提出。詳しくはお問い合わせください。
◆申込期限／11月9日（日）
◆体験講座／舞踊…10月26日（日）9:30～10:30
　　　　　　箏曲…①10月19日（日）11:00～12:00
　　　　　　　　　②10月26日（日）11:00～12:00
　　　　　　会場：出雲市民会館　お電話でお申し込みください。
◆おたずね・申し込み／出雲芸術アカデミー事務局
　　　　　　　　　　 〒693-0002　今市町北本町2-1-10
              　　　　　  ☎ 21-6371　FAX 21-6372

出雲未来図活性化事業出雲未来図活性化事業

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


