
出雲市民会館

多伎文化伝習館

◆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
◆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・申し込み／出雲交流会館　☎ 21-7580（土・日・祝日を除く9:00～17:00）

◆と　き／3月13日（金）～16日（月）　◆開催時間／9：00～16：00
◆おたずね／多伎文化伝習館　☎ 86-2611

と　き／3月28日（土）
　　　　16:30～
定　員／50名（先着順）
受講料／500円
申込締切／3月23日（月）

市役所ロビー

第65回

出雲文化伝承館

平田本陣記念館

出雲市民会館

第1部 合唱と箏　 第2部 オーケストラと日本舞踊

司会 葛西聖司
アナウンサー・古典芸能解説者

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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【出願期限　3月13日（金）まで】
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。
◆募集要項／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てい
　ます。また、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」へ郵送またはご持参ください。（FAX不可）
随時、講座の見学が可能です。お気軽にお問い合わせください。
◆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（2015年5月入校）

「第16回工芸展」　同時開催
「平成26年度公募展優秀作品展」

入場
無料

入場
無料

入場
無料

出雲の春音楽祭2015 ～結ばれる～

「古典芸能と出雲
～出雲の魅力再発見講座～」

出雲総合芸術文化祭第20回記念・出雲未来図活性化事業

梶谷陽山書作展
多伎文化伝習館開館二十周年記念

司会 葛西聖司氏による講座も開催します

2014年11月に開講した新しい講座です。

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！

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）　10：00～17：00
　　　　  （最終日は16:00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

郷土ゆかりの日本画展
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）
◆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・高校生200円（100円）
　※（ ）は20名以上の団体料金
◆おたずね／平田本陣記念館　
　　　　　　☎ 62-5090

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。

◆と　き／3月25日（水）
◆出演者／第13回いずも音楽コンクール最優秀賞受賞者
　　　　　　<ピアノの部>　段　和奏
　　　　　　<中学校歌唱の部>　渕﨑　夕規夏
　　　　　　<小学校歌唱の部>　杉森　さくら
　　　　　　<弦楽器の部>　錦織　宙翔（ヴァイオリン）
◆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

出雲市役所 ロビーコンサート

第23回　早春の茶会

市民団体主催 3月の催し

早春の茶会

◆と　き／3月28日（土）　不昧流不昧会（一席）、裏千家（二席）
　　　　　　　29日（日）　三斎流（一席）、表千家（二席）
◆茶席券／前売券2,000円、当日券2,200円（三席、展覧会
　「華麗なる武家文
　化」展 観覧料含む）、
　一席券700円（観覧
　料は含まない）
◆おたずね／
　出雲文化伝承館
　☎ 21-2460
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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

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）

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）
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科 コース・講座 対象（4月からの年齢・新学年） 開講数  受講料

幼
児
科

本
科

年間20回程度
ひと月あたり
2,000円

月2回程度
ひと月あたり
2,000円

月3回程度
お問合せください

年間40回程度
ひと月あたり
2,500円

年間40回程度
ひと月あたり
2,500円

年間40回程度
ひと月あたり
5,000円

年間40回程度
ひと月あたり
3,500円

3歳から6歳までのヴァイオリンレッスン 3歳～ 6歳の幼児
※30分間の個人レッスン

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。

◆と　き／3月25日（水）
◆出演者／第13回いずも音楽コンクール最優秀賞受賞者
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　出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）　
　☎ 21 6371

出雲市役所 ロビーコンサート

第23回　早春の茶会

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金

市民団体主催 3月の催し

出雲交響吹奏楽団-縁-　
第5回　春の縁奏会

3月15日（日）　　　　　
14：00開演（13：30開場） 出雲市民会館 無料　

親子室あり
噺家生活二十周年記念　
桂　吉弥　独演会Vo.7

3月29日（日）　　　　　
13：00開演（12：30開場） 大社文化プレイスうらら館 一般2,000円（当日2,500円）

全席自由　未就学児入場不可

◆と　き／3月28日（土）　不昧流不昧会（一席）、裏千家（二席）
　　　　　　　29日（日）　三斎流（一席）、表千家（二席）
◆茶席券／前売券2,000円、当日券2,200円（三席、展覧会
　「華麗なる武家文
　化」展 観覧料含む）、
　一席券700円（観覧
　料は含まない）
◆おたずね／
　出雲文化伝承館
　☎ 21-2460


