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出雲文化伝承館

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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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
合計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）
　　　　　平田本陣記念館　火曜、12月29日（月）～1月3日（土）
◆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
◆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
（出雲文化伝承館で展示）

唐津花蝶文大徳利
（平田本陣記念館で展示）

天空の城ラピュタ《荒廃したラピュタ》　1986年　©1986二馬力・G

出雲文化伝承館・平田本陣記念館 二館同時開催特別展
尾久彰三（おぎゅうしんぞう）コレクション　観じる民藝

お茶席（松籟亭）からお正月のご案内

「第16回工芸展」作品募集
◆と　き／ 2月7日（土）～ 3月15日（日）
◆開催時間／10:00～17:00（入館は16:30まで）
◆休館日／月曜日（ただし2月9日（月）は開館）
◆チケット／一般900円（当日1,100円）、高大生600円（当日800円）
　　　　　　小中学生500円（当日券のみ）　※未就学児は入場無料
◆プレイガイド（前売のみ）／

【出　雲】出雲市民会館、ビッグハート出雲、出雲文化伝承館、大社文化プレ
イスうらら館、平田文化館、ゆめタウン出雲、ラピタ本店、ブックセンターコスモ出雲店、今井書店各店ほか

【松　江】島根県民会館総合インフォメーションチケットコーナー、イオン松江店ほか
【ローソンチケット】Lコード６５９９４
◆おたずね／山本二三展開催協議会事務局（山陰中央新報社　文化・スポーツ事業部）　☎0852-32-3415
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平日10：00 ～ 17：00）

出雲市役所 ロビーコンサート
市役所ロビー

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／ 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）

※就学前のお子様は無料でご入場
いただけます。

◆プレイガイド／大社文化プレイ
スうらら館、出雲市民会館、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）

第64回
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

～出雲市合併10周年記念～　出雲総合芸術文化祭第20回記念

日本のアニメーション美術の創造者　山 本 二 三 展
～天空の城ラピュタ、もののけ姫、火垂るの墓、時をかける少女～

◆と　き／ 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

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金

市民団体主催 1月の催し

後援／

2015平田青少年新春コンサート 1月10日（土）14：00開演
（13：30開場）

平田文化館 一般1,000円
当日1,200円

出雲市小中学校造形作品展 1月24日（土）･25日（日） ビッグハート出雲 無料

チケット
好評

発売中！

◆と　き／１月28日（水）　◆出演者／浜崎 喜恵（フルート）、嘉戸 絵理香（ピアノ）
◆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

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っています。

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／ 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）
　※就学前のお子様の入場はできません。
◆プレイガイド／
　ビッグハート出雲、出雲市民会館、大社文化プレイス

うらら館、平田文化館
◆おたずね／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

チケット
好評

発売中！
第13回いずも新春コンサート
ビッグハート出雲

◆と　き／ 1月4日（日）～12日（月）
               9：00～16：00
◆内　容／正月飾りのお茶室でお抹茶をお楽しみ

ください。
◆料　金 ／ 一 服410円　

（お菓子付）

◆と　き／ 1月13日（火）～2月6日（金）
               は土日のみ営業します。
　ただし、10名以上の団体でご予約いただいた場合には
営業します。ご予約は2日前までにお電話でお願いし
ます。

◆おたずね・予約／出雲文化伝承館　☎21-2460

◆開催日／ 2月27日（金）～ 3月1日（日）　◆開催場所／出雲市民会館　展示室（2階）

お茶席（松籟亭）から
営業のお知らせ

（「シリーズ茶碗3点セット」など関連性のある組み合わせは1組とします）

かん

「天空の城ラピュタ」「もののけ姫」「時をかける少女」など、日本を代表するアニメーションの背景画家・美術監督
の山本二三（やまもとにぞう）氏の作品群から約200点を展示します。
山本二三氏の描く精密で迫力のある背景画、独特のタッチで描かれる今にも動き出しそうな「二三雲」を間近で観覧で
きるまたとない機会です。誰もが一度は見たことのあるあの背景をぜひ
ご覧ください。

◆出品規格／工芸品として認められるもので､3年以内に作成した自作の作
品。ただし､創作性の希薄なもの（摸作･複製的傾向の強い作品など）､審査の
ある作品展等に出品したものや特別な展示を要するもの､取り扱い管理が
極端に困難なものは除きます。

◆出品点数／1人1点（組）
◆出品料／500円（作品搬入時にお支払いください）
◆申込方法／出雲交流会館または各コミュニティセンターに設置してある申込用紙に必要事項を記入の

うえ､出雲交流会館または各コミュニティセンターへ提出してください。
◆申込期限／ 1月30日（金）

◆おたずね･申し込み／出雲交流会館　☎ 21-7580

作 品 募 集
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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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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
合計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）
　　　　　平田本陣記念館　火曜、12月29日（月）～1月3日（土）
◆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
◆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
（出雲文化伝承館で展示）

唐津花蝶文大徳利
（平田本陣記念館で展示）

天空の城ラピュタ《荒廃したラピュタ》　1986年　©1986二馬力・G

出雲文化伝承館・平田本陣記念館 二館同時開催特別展
尾久彰三（おぎゅうしんぞう）コレクション　観じる民藝

お茶席（松籟亭）からお正月のご案内

「第16回工芸展」作品募集
◆と　き／ 2月7日（土）～ 3月15日（日）
◆開催時間／10:00～17:00（入館は16:30まで）
◆休館日／月曜日（ただし2月9日（月）は開館）
◆チケット／一般900円（当日1,100円）、高大生600円（当日800円）
　　　　　　小中学生500円（当日券のみ）　※未就学児は入場無料
◆プレイガイド（前売のみ）／

【出　雲】出雲市民会館、ビッグハート出雲、出雲文化伝承館、大社文化プレ
イスうらら館、平田文化館、ゆめタウン出雲、ラピタ本店、ブックセンターコスモ出雲店、今井書店各店ほか

【松　江】島根県民会館総合インフォメーションチケットコーナー、イオン松江店ほか
【ローソンチケット】Lコード６５９９４
◆おたずね／山本二三展開催協議会事務局（山陰中央新報社　文化・スポーツ事業部）　☎0852-32-3415
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平日10：00 ～ 17：00）

出雲市役所 ロビーコンサート
市役所ロビー

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／ 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）

※就学前のお子様は無料でご入場
いただけます。

◆プレイガイド／大社文化プレイ
スうらら館、出雲市民会館、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）
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　　　　　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
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発売中！

チケット
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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
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大社文化プレイスうらら館

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金

市民団体主催 1月の催し

後援／

2015平田青少年新春コンサート 1月10日（土）14：00開演
（13：30開場）

平田文化館 一般1,000円
当日1,200円

出雲市小中学校造形作品展 1月24日（土）･25日（日） ビッグハート出雲 無料

チケット
好評

発売中！

◆と　き／１月28日（水）　◆出演者／浜崎 喜恵（フルート）、嘉戸 絵理香（ピアノ）
◆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

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っています。

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／ 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）
　※就学前のお子様の入場はできません。
◆プレイガイド／
　ビッグハート出雲、出雲市民会館、大社文化プレイス

うらら館、平田文化館
◆おたずね／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

チケット
好評

発売中！
第13回いずも新春コンサート
ビッグハート出雲

◆と　き／ 1月4日（日）～12日（月）
               9：00～16：00
◆内　容／正月飾りのお茶室でお抹茶をお楽しみ

ください。
◆料　金 ／ 一 服410円　

（お菓子付）

◆と　き／ 1月13日（火）～2月6日（金）
               は土日のみ営業します。
　ただし、10名以上の団体でご予約いただいた場合には
営業します。ご予約は2日前までにお電話でお願いし
ます。

◆おたずね・予約／出雲文化伝承館　☎21-2460

◆開催日／ 2月27日（金）～ 3月1日（日）　◆開催場所／出雲市民会館　展示室（2階）

お茶席（松籟亭）から
営業のお知らせ

（「シリーズ茶碗3点セット」など関連性のある組み合わせは1組とします）

かん

「天空の城ラピュタ」「もののけ姫」「時をかける少女」など、日本を代表するアニメーションの背景画家・美術監督
の山本二三（やまもとにぞう）氏の作品群から約200点を展示します。
山本二三氏の描く精密で迫力のある背景画、独特のタッチで描かれる今にも動き出しそうな「二三雲」を間近で観覧で
きるまたとない機会です。誰もが一度は見たことのあるあの背景をぜひ
ご覧ください。

◆出品規格／工芸品として認められるもので､3年以内に作成した自作の作
品。ただし､創作性の希薄なもの（摸作･複製的傾向の強い作品など）､審査の
ある作品展等に出品したものや特別な展示を要するもの､取り扱い管理が
極端に困難なものは除きます。

◆出品点数／1人1点（組）
◆出品料／500円（作品搬入時にお支払いください）
◆申込方法／出雲交流会館または各コミュニティセンターに設置してある申込用紙に必要事項を記入の

うえ､出雲交流会館または各コミュニティセンターへ提出してください。
◆申込期限／ 1月30日（金）

◆おたずね･申し込み／出雲交流会館　☎ 21-7580
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