
平田本陣記念館

出雲市民会館

出雲市民会館

出雲文化伝承館

◆と　き／ 3月29日（日）　15：00開演（14：00開場）
◆音楽監督・指揮／中井章徳
◆振付・舞踊／藤間蘭黄
◆司　会／葛西聖司
◆内　容／【第1部】合唱と箏による「伊勢物語抄」（藤井凡大作曲）ほか
　　　　　【第2部】オーケストラと日本舞踊による「ボレロ」（ラヴェル作曲）ほか
◆入場料（税込・全席自由）／一般2,100円、学生800円、ペア3,100円（前売のみ）
            ※就学前のお子様の入場はできません。託児室をご利用ください。〔無料・3／12（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、平田文化館、大社文化プレイスうらら館、
　　　　　　　　　　　スサノオホール、アツタ楽器店、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、プラバホール
　　　　　　　　【ローソンチケット】Ｌコード66252
◆おたずね／出雲交流会館　☎ 21-7580（土・日・祝日を除く9:00～17:00）

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。

2015.1.202015.1.20 広報いずも 12広報いずも13

館蔵品を中心とした、郷土ゆかりの日本画家を紹介する展覧会です。中央画壇で活躍
した芸術家をはじめ、出雲ゆかりの作家の個性をご覧ください。

◆と　き／ 2月22日（日）～3月22日（日）
◆休館日／火曜日
◆入館料／一般510円（410円）、小・中・高校生200円（100円） 
　　　　　※（　）は20名以上の団体料金

天空の城ラピュタ《荒廃したラピュタ》　1986年　©1986二馬力・G

出雲の春【邦楽＋合唱】

郷土ゆかりの日本画展

【出願期間　2月10日（火）～3月13日（金）】
出雲芸術アカデミーでは2015年5月からの受講生を募集します。いろいろな地域、学年の友達と楽しい音楽の時間を過
ごしませんか？詳しくはアカデミーのホームページでもお知らせします。たくさんのお申し込みをお待ちしています。
お気軽にお問い合わせください。
◆募集要項／2月上旬より、アカデミー事務局、市役所本庁・各支所、市民会館、ビッグハート出雲、うらら館、平田文化館
　に配置します。また、出雲芸術アカデミーのホームページにも掲載します。
◆申込方法／募集要項内の入校願書に記入し、「出雲芸術アカデミー事務局」へ郵送または直接提出してください。
　（FAX不可）

随時、講座の見学が可能です。お気軽にお問合せください。
幼児科はリトミック体験講座も行います。
　2月11日（水・祝）10:30～11:20　出雲交流会館
◆おたずね／出雲芸術アカデミー事務局　☎ 21-6371

音楽と友達になろう♪
出雲芸術アカデミー音楽院　受講生募集のお知らせ（5月入校）

◆と　き／ 2月22日（日）　10:00～12:00　　◆参加費／ 510円（企画展がご覧になれます）
◆講　師／担当学芸員　   　　　　　　　　　  ◆ところ／平田本陣記念館　茶室
◆定　員／ 6名（先着順）   　　　　　　　　　  ◆要申込（1月24日（土）受付開始）

掛軸の取扱い方教室

「第16回工芸展」
「平成26年度公募展優秀作品展」

同時
開催

～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～

出雲の春音楽祭2015 ～結ばれる～
出雲総合芸術文化祭第20回記念・出雲未来図活性化事業

日本画
洋　画
書　道
写　真

パッチワーク
俳　句
川　柳
短　歌
漢　詩

今岡　恵子
岡田　敏幸
園山　倫子
後藤　孝司
難波　悦子
永瀬　光子

澁谷　由紀子
室脇　久子
寺本　博

渡　麻矢
須田　弘子
鎌田三智子
山田　勉

津戸　幸子
吉岡　房代
前田　孝亮
藤原　正

安住　英明

市民団体主催 2月の催し

チケット
好評

発売中！

チケット
好評

発売中！

市民の皆さんが制作された、陶芸・木工芸等の工芸作品を
多数展示します。また、今年度の公募展で市長賞・教育長賞
を受賞された優秀作品を一堂に集めて展示します。
この機会にぜひご鑑賞ください。

◆と　き／2月27日（金）～3月1日（日）　10時～17時
　　　　  （最終日は16時まで）
◆ところ／出雲市民会館　展示室
◆おたずね／出雲交流会館　☎ 21-7580

「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。
開会当日には山本二三氏のトークショーやサイン会を予定しています。

◆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
◆おたずね／山本二三展開催協議会事務局（山陰中央新報社　地域振興局　文化・スポーツ事業部）
　☎ 0852-32-3415（平日10:00～17：00）

◆おたずね・申し込み　平田本陣記念館　 62-5090

【市長賞・教育長賞受賞のみなさん（敬称略）】
部　門 市長賞 教育長賞



平田本陣記念館

出雲市民会館

出雲市民会館

出雲文化伝承館

◆と　き／ 3月29日（日）　15：00開演（14：00開場）
◆音楽監督・指揮／中井章徳
◆振付・舞踊／藤間蘭黄
◆司　会／葛西聖司
◆内　容／【第1部】合唱と箏による「伊勢物語抄」（藤井凡大作曲）ほか
　　　　　【第2部】オーケストラと日本舞踊による「ボレロ」（ラヴェル作曲）ほか
◆入場料（税込・全席自由）／一般2,100円、学生800円、ペア3,100円（前売のみ）
            ※就学前のお子様の入場はできません。託児室をご利用ください。〔無料・3／12（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、平田文化館、大社文化プレイスうらら館、
　　　　　　　　　　　スサノオホール、アツタ楽器店、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、プラバホール
　　　　　　　　【ローソンチケット】Ｌコード66252
◆おたずね／出雲交流会館　☎ 21-7580（土・日・祝日を除く9:00～17:00）

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～
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館蔵品を中心とした、郷土ゆかりの日本画家を紹介する展覧会です。中央画壇で活躍
した芸術家をはじめ、出雲ゆかりの作家の個性をご覧ください。

◆と　き／ 2月22日（日）～3月22日（日）
◆休館日／火曜日
◆入館料／一般510円（410円）、小・中・高校生200円（100円） 
　　　　　※（　）は20名以上の団体料金

郷土ゆかりの日本画展

【出願期間　2月10日（火）～3月13日（金）】
出雲芸術アカデミーでは2015年5月からの受講生を募集します。いろいろな地域、学年の友達と楽しい音楽の時間を過
ごしませんか？詳しくはアカデミーのホームページでもお知らせします。たくさんのお申し込みをお待ちしています。
お気軽にお問い合わせください。
◆募集要項／2月上旬より、アカデミー事務局、市役所本庁・各支所、市民会館、ビッグハート出雲、うらら館、平田文化館
　に配置します。また、出雲芸術アカデミーのホームページにも掲載します。
◆申込方法／募集要項内の入校願書に記入し、「出雲芸術アカデミー事務局」へ郵送または直接提出してください。
　（FAX不可）

随時、講座の見学が可能です。お気軽にお問合せください。
幼児科はリトミック体験講座も行います。
　2月11日（水・祝）10:30～11:20　出雲交流会館
◆おたずね／出雲芸術アカデミー事務局　☎ 21-6371

音楽と友達になろう♪
出雲芸術アカデミー音楽院　受講生募集のお知らせ（5月入校）

◆と　き／ 2月22日（日）　10:00～12:00　　◆参加費／ 510円（企画展がご覧になれます）
◆講　師／担当学芸員　   　　　　　　　　　  ◆ところ／平田本陣記念館　茶室
◆定　員／ 6名（先着順）   　　　　　　　　　  ◆要申込（1月24日（土）受付開始）

掛軸の取扱い方教室

「第16回工芸展」
「平成26年度公募展優秀作品展」

同時
開催

～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～

出雲の春音楽祭2015 ～結ばれる～
出雲総合芸術文化祭第20回記念・出雲未来図活性化事業

親子リトミック

リトミック

合唱

オーケストラ

※楽器貸与あります

合唱

オーケストラ

邦楽

ジュニア
日本文化講座

2014年11月に開講した新しい講座です。

リトル

マミー＆ミー

トライ＆ドゥ

音楽入門

合唱

入門

（これから楽器をはじめたい方、

  少し経験のある方）

オーケストラ

（ある程度楽器経験のある方）

コーラス・レパートリー

オーケストラ・レパートリー

邦楽合奏

舞踊アンサンブルクラス

箏曲アンサンブルクラス

小学生～高校2年生

※小学生は基礎を習得した方

3歳～6歳の幼児と保護者

※年齢別のクラス編成

小学1年生～3年生

小学4年生～高校2年生

小学1年生～高校2年生

（小学1年生～ 3年生についてはリトミックコースと併講）

【オーケストラの楽器】

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、

フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、

ホルン、トランペット、トロンボーン、打楽器

社会人で合唱（混声）に興味のある方

18歳（高校3年生含む）以上で楽器をお持ちの方

18歳（高校3年生含む）以上で楽器（箏）をお持ちの方

20～22回

40～44回

40～44回

40～44回

40～44回

36回

24回

12回

24回

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金

市民団体主催 2月の催し

気更来（きさらぎ）民舞の集い 2月15日（日）
10：00開演（9：30開場） 平田文化館

落合朗風　「室内靜物A」
第5回青龍社展出品　1933年 チケット

好評
発売中！

チケット
好評

発売中！

市民の皆さんが制作された、陶芸・木工芸等の工芸作品を
多数展示します。また、今年度の公募展で市長賞・教育長賞
を受賞された優秀作品を一堂に集めて展示します。
この機会にぜひご鑑賞ください。

◆と　き／2月27日（金）～3月1日（日）　10時～17時
　　　　  （最終日は16時まで）
◆ところ／出雲市民会館　展示室
◆おたずね／出雲交流会館　☎ 21-7580

「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。
開会当日には山本二三氏のトークショーやサイン会を予定しています。

◆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
◆おたずね／山本二三展開催協議会事務局（山陰中央新報社　地域振興局　文化・スポーツ事業部）
　☎ 0852 32-3415（平日10:00～17：00）

◆おたずね・申し込み　平田本陣記念館　☎ 62-5090

第一部 無料
第二部 500円（民踊指導）

科 コース・講座 対象（4月からの年齢・新学年） 年間開講数

幼
児
科

本
科

別
科

【市長賞・教育長賞受賞のみなさん（敬称略）】


