
出雲文化伝承館・平田本陣記念館

出雲文化伝承館

◆おたずね・申し込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

大社文化プレイスうらら館

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。

2014.11.20 広報いずも 18　2014.11.20広報いずも19

自由でユニークな視点で民藝の蒐集活動を続ける尾久彰三氏の一大
コレクションから選りすぐりの、朝鮮王朝時代の民藝、日本の古陶磁、
漆器、アジアや南米の染織、絵画、木工など2館で計300点余りをご紹介
します。
◆と　き／12月13日（土）～2月1日（日）
◆開館時間／ 9:00～17:00（入館は16:30まで）
◆休館日／出雲文化伝承館　月曜（ただし1月5日（月）、12日（月・祝）は
開館）、 12月29日（月）～1月3日（土）休館
　　　　　平田本陣記念館　火曜　12月29日（月）～1月3日（土）休館
◆観覧料／出雲文化伝承館　一般610円（510円）、高校生以下無料
　　　　　 平田本陣記念館　一般510円（410円）、小中高生200円（100円）　※（　）は20名以上の団体料金
          　    二館共通券　  　  一般820円
◆ギャラリートーク　講師　尾久彰三氏
　①12月13日（土）10:00～（40分程度）平田本陣記念館　②12月13日（土）13:30～（40分程度）出雲文化伝承館
　　申込みは不要ですが、観覧券が必要です。
◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460　平田本陣記念館　☎ 62-5090

螺鈿藤文提手付銚子　出雲文化伝承館　 唐津花蝶文大徳利　平田本陣記念館

出雲文化伝承館・平田本陣記念館同時開催特別展
尾久彰三（おぎゅうしんぞう）コレクション　観じる民藝

幼稚園から大学生までの茶道部の交流や成果を発表し
ます。
◆と　き／12月14日（日）　9:00～15:00（随時受付）
◆ところ／出雲文化伝承館　茶室松籟亭
◆対　象／こども～一般の方
◆定　員／なし
◆参加費／一般510円、高校生以下無料
◆担当流派／裏千家
◆持参品／白いソックス（懐紙・楊枝などは用意しています。）
◆申込不要

第12回学校茶道合同茶会と～んと昔お話会
郷土の伝統的な出雲屋敷の雰囲気を味わいながら、出
雲地方に伝わる民話や神話・わらべうたを親子で楽し
みましょう。
◆と　き／12月14日（日）　10:30～12:00
◆ところ／出雲文化伝承館　出雲屋敷
◆対　象／4歳～小学校6年生の親子、一般の方（お膝に
　　　　　抱っこして聞いていただくお子様もお越し
　　　　　ください）
◆定　員／30名（先着順）　　◆参加費／無料
◆講師／いずも民話の会
◆要申込

出雲地域出身者、在住の若手音楽家を中心とした
声楽・器楽のコンサート

◆と　き／平成27年1月11日（日）
　　　　　14:00開演（13:30開場）
◆入場料（全席自由、税込）／
　一般1,000円（当日1,200円）
　高校生以下500円（当日600円）
　※未就学児の入場はできません。
　　託児室をご利用ください。［無料・12/17（水）
　　までに要予約］
◆プレイガイド／
　ビッグハート出雲、出雲市民会館、平田文化館、
　大社文化プレイスうらら館
◆おたずね・託児の申し込み／
　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

第一部は、幼児科親子リトミックコースによる
ステージ。音楽劇「はらぺこあおむし」に挑戦し
ます。第二部は指導者による本格クラシックを
お楽しみいただきます！

◆と　き／平成27年1月18日（日）　10:30開場
　　　　　11:00開演（12:00終演予定）
◆出　演／出雲芸術アカデミー音楽院受講者
　　　　　（幼児科親子リトミックコース）、出雲
　　　　　 芸術アカデミー音楽院講師
◆入場料（全席自由、税込）／
　小学生以上500円（当日600円）
　※未就学児は無料でご入場いただけます。
◆プレイガイド／
　大社文化プレイスうら
　ら館、出雲市民会、ビッ
　グハート出雲、平田文
　化館
◆おたずね／
　出 雲 芸 術 ア カ デ ミ ー
　事務局（出雲交流会館）
　☎ 21-6371（月曜日除
　く9:00～17:00）

出雲総合芸術文化祭第20回記念
たいしゃ芸術文化祭第20回記念
第20回わたしのうたコンサート

第20回の節目を記念して、過去19回の入選作品の中から10曲程
度をピックアップして演奏を披露します。
◆と　き／12月14日（日）14:00開演（13:30開場）
◆おたずね／出雲市芸術文化振興財団（出雲交流会館）　☎ 21-7580

入場料
無料

平田文化館

いっこく堂スーパーライブ　～スーパーボイスイリュージョン～
　　　　　スペシャルゲスト：ナポレオンズ 11/22

チケット
発売開始

◆と　き／平成27年2月22日（日）　14：00開演（13：30開場）
◆入場料（全席自由、税込）／一般3,600円（当日4,100円）
　　　　　　　　　　　　 高校生以下1,200円（当日1,700円）
　※未就学児も入場できますが、チケットをお買い求めください。
　※無料託児サービスもご利用いただけます。［2/5（木）までに要予約］　
◆プレイガイド／【出雲】平田文化館、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、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65112
◆おたずね・託児の申し込み／出雲交流会館　☎ 21-7580

チケット
好評

発売中！

チケット
好評

発売中！ 出雲芸術アカデミー音楽院
うたなかまこんさーと2015
～おんがくのほん
 

大社文化プレイスうらら館

第13回いずも新春コンサート

後援／

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金

第31回出雲市民合唱祭　
みんなで歌うコーラスコンサート 12月7日（日）13：30開演 ビッグハート出雲 一般500円　高校生以下無料

市民団体主催 12月の催し

出雲市美術展 ［日本画・写真］ 12月5日（金）～７日（日） 出雲文化伝承館 縁結び交流館 無料

後援／チェンバーオーケストラIZUMO 
クリスマスコンサート

12月7日（日）
14：00開演（13：30開場） 大社文化プレイスうらら館 一般1,000円（当日1,200円）

高校生以下500円（当日600円）

後援／

第10回 I ZUMO こころのうたコンサート 12月13日(土)14：00開演 ビッグハート出雲 小学生以上500円

わんぱくゆめひろばクリスマスコンサート
～ロケットクレヨンコンサート

12月21日（日）
10:00開演（9:30開場） 大社文化プレイスうらら館 500円

ビッグハート出雲



出雲文化伝承館・平田本陣記念館

出雲文化伝承館

◆おたずね・申し込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

大社文化プレイスうらら館

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。

2014.11.20 広報いずも 18　2014.11.20広報いずも19

自由でユニークな視点で民藝の蒐集活動を続ける尾久彰三氏の一大
コレクションから選りすぐりの、朝鮮王朝時代の民藝、日本の古陶磁、
漆器、アジアや南米の染織、絵画、木工など2館で計300点余りをご紹介
します。
◆と　き／12月13日（土）～2月1日（日）
◆開館時間／ 9:00～17:00（入館は16:30まで）
◆休館日／出雲文化伝承館　月曜（ただし1月5日（月）、12日（月・祝）は
開館）、 12月29日（月）～1月3日（土）休館
　　　　　平田本陣記念館　火曜　12月29日（月）～1月3日（土）休館
◆観覧料／出雲文化伝承館　一般610円（510円）、高校生以下無料
　　　　　 平田本陣記念館　一般510円（410円）、小中高生200円（100円）　※（　）は20名以上の団体料金
          　    二館共通券　  　  一般820円
◆ギャラリートーク　講師　尾久彰三氏
　①12月13日（土）10:00～（40分程度）平田本陣記念館　②12月13日（土）13:30～（40分程度）出雲文化伝承館
　　申込みは不要ですが、観覧券が必要です。
◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460　平田本陣記念館　☎ 62-5090

螺鈿藤文提手付銚子　出雲文化伝承館　 唐津花蝶文大徳利　平田本陣記念館

出雲文化伝承館・平田本陣記念館同時開催特別展
尾久彰三（おぎゅうしんぞう）コレクション　観じる民藝

幼稚園から大学生までの茶道部の交流や成果を発表し
ます。
◆と　き／12月14日（日）　9:00～15:00（随時受付）
◆ところ／出雲文化伝承館　茶室松籟亭
◆対　象／こども～一般の方
◆定　員／なし
◆参加費／一般510円、高校生以下無料
◆担当流派／裏千家
◆持参品／白いソックス（懐紙・楊枝などは用意しています。）
◆申込不要

第12回学校茶道合同茶会と～んと昔お話会
郷土の伝統的な出雲屋敷の雰囲気を味わいながら、出
雲地方に伝わる民話や神話・わらべうたを親子で楽し
みましょう。
◆と　き／12月14日（日）　10:30～12:00
◆ところ／出雲文化伝承館　出雲屋敷
◆対　象／4歳～小学校6年生の親子、一般の方（お膝に
　　　　　抱っこして聞いていただくお子様もお越し
　　　　　ください）
◆定　員／30名（先着順）　　◆参加費／無料
◆講師／いずも民話の会
◆要申込

出雲地域出身者、在住の若手音楽家を中心とした
声楽・器楽のコンサート

◆と　き／平成27年1月11日（日）
　　　　　14:00開演（13:30開場）
◆入場料（全席自由、税込）／
　一般1,000円（当日1,200円）
　高校生以下500円（当日600円）
　※未就学児の入場はできません。
　　託児室をご利用ください。［無料・12/17（水）
　　までに要予約］
◆プレイガイド／
　ビッグハート出雲、出雲市民会館、平田文化館、
　大社文化プレイスうらら館
◆おたずね・託児の申し込み／
　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

第一部は、幼児科親子リトミックコースによる
ステージ。音楽劇「はらぺこあおむし」に挑戦し
ます。第二部は指導者による本格クラシックを
お楽しみいただきます！

◆と　き／平成27年1月18日（日）　10:30開場
　　　　　11:00開演（12:00終演予定）
◆出　演／出雲芸術アカデミー音楽院受講者
　　　　　（幼児科親子リトミックコース）、出雲
　　　　　 芸術アカデミー音楽院講師
◆入場料（全席自由、税込）／
　小学生以上500円（当日600円）
　※未就学児は無料でご入場いただけます。
◆プレイガイド／
　大社文化プレイスうら
　ら館、出雲市民会、ビッ
　グハート出雲、平田文
　化館
◆おたずね／
　出 雲 芸 術 ア カ デ ミ ー
　事務局（出雲交流会館）
　☎ 21-6371（月曜日除
　く9:00～17:00）

出雲総合芸術文化祭第20回記念
たいしゃ芸術文化祭第20回記念
第20回わたしのうたコンサート

第20回の節目を記念して、過去19回の入選作品の中から10曲程
度をピックアップして演奏を披露します。
◆と　き／12月14日（日）14:00開演（13:30開場）
◆おたずね／出雲市芸術文化振興財団（出雲交流会館）　☎ 21-7580

入場料
無料

平田文化館

いっこく堂スーパーライブ　～スーパーボイスイリュージョン～
　　　　　スペシャルゲスト：ナポレオンズ 11/22

チケット
発売開始

◆と　き／平成27年2月22日（日）　14：00開演（13：30開場）
◆入場料（全席自由、税込）／一般3,600円（当日4,100円）
　　　　　　　　　　　　 高校生以下1,200円（当日1,700円）
　※未就学児も入場できますが、チケットをお買い求めください。
　※無料託児サービスもご利用いただけます。［2/5（木）までに要予約］　
◆プレイガイド／【出雲】平田文化館、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、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65112
◆おたずね・託児の申し込み／出雲交流会館　☎ 21-7580

チケット
好評

発売中！

チケット
好評

発売中！ 出雲芸術アカデミー音楽院
うたなかまこんさーと2015
～おんがくのほん
 

大社文化プレイスうらら館

第13回いずも新春コンサート

後援／

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金

第31回出雲市民合唱祭　
みんなで歌うコーラスコンサート 12月7日（日）13：30開演 ビッグハート出雲 一般500円　高校生以下無料

市民団体主催 12月の催し

出雲市美術展 ［日本画・写真］ 12月5日（金）～７日（日） 出雲文化伝承館 縁結び交流館 無料

後援／チェンバーオーケストラIZUMO 
クリスマスコンサート

12月7日（日）
14：00開演（13：30開場） 大社文化プレイスうらら館 一般1,000円（当日1,200円）

高校生以下500円（当日600円）

後援／

第10回 I ZUMO こころのうたコンサート 12月13日(土)14：00開演 ビッグハート出雲 小学生以上500円

わんぱくゆめひろばクリスマスコンサート
～ロケットクレヨンコンサート

12月21日（日）
10:00開演（9:30開場） 大社文化プレイスうらら館 500円

ビッグハート出雲


