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平田本陣記念館

大社文化プレイスうらら館

第 21 回（平成 27 年度） 観て触れて　感じる楽しさ　～未来へ繋ごう！今輝いて～

出雲市市民文化部　文化スポーツ課
（公財）出雲市芸術文化振興財団（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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海の日恒例の出雲フィル（iPhil）定期演奏会。今回は生誕150年の3人の作曲
家特集。オーケストラが奏でる海と魔法の物語…。三者三様の名曲をどうぞ
お楽しみに。

◆と　き／ 7月20日［月／海の日］14:00開演（13:00開場）
◆演奏曲／♪交響的スケルツォ「魔法使いの弟子」（P.デュカス）
　　　　　♪組曲「アラディン」作品34（C.ニールセン）
　　　　　♪交響曲第2番 ニ長調 作品43（J.シベリウス）
◆指　揮／中井章徳
◆入場料（全席自由、税込）／一般1,500円（当日1,800円）、ペア2,500円（前売のみ）
   ユース800円（当日1,000円）･･･小学生～28歳の学生対象
　※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：7/9（木）までに要予約］
◆プレイガイド／出雲市民会館、ローソンチケット〈Ｌコード67982〉　ほか
◆チケットプレゼント／小学生～高校生をご招待します（先着200名）
　7月7日（火）までにハガキ、FAXまたはメールでお申込みください。詳細はおたずねください。
◆おたずね・託児の申し込み／出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）　☎ 21-6371

世界中で愛されている童話『シンデレラ』がステキなバレエに！
子どもから大人までご家族でお楽しみください。

◆と　き／ 9月13日（日）14:00開演（13:30開場）
◆入場料（一部指定、税込）／
　S席【指定】一般4,500円、高校生以下2,000円
　A席【自由】一般3,500円、高校生以下1,500円、ペア5,000円（前売りのみ）
　※4歳未満のお子様は入場できません。託児サービスをご利用ください。［無料：8/27（木）までに要予約］
◆プレイガイド／出雲市民会館、ローソンチケット〈Ｌコード68654〉　ほか　
◆おたずね・託児の申し込み／出雲交流会館　☎ 21-7580（土・日・祝を除く 9：00～17：00）

大人も子どもも一緒にピノッキオとおかしな冒険の旅に出かけよう！

◆と　き／７月５日（日）14：00開演（13：30開場）　
◆入場料（全席自由、税込）／一般2,000円（当日2,200円）、
　　　　　　　　　　　　 高校生以下800円（当日1,000円）
◆プレイガイド／大社文化プレイスうらら館、ローソンチケット〈Ｌコード67918〉　ほか
◆おたずね／出雲交流会館　☎ 21-7580（土・日・祝を除く 9：00～17：00）

出雲芸術アカデミー設立10周年記念
出雲フィルハーモニー交響楽団第19回定期演奏会

新国立劇場バレエ団こどものためのバレエ劇場
『シンデレラ』

オペラシアターこんにゃく座　オペラ『ピノッキオ』
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市民団体主催 6月の催し

にしまきかやこ絵本原画展
 将棋フェスティバル

「第5回里見香奈杯争奪　出雲弥生の森ジュニア将棋大会」
 

ロングセラー『わたしのワンピース』、
『はけたよはけたよ』などの絵本作家、西
巻茅子さんの絵本原画を展示してその
世界を紹介します。

◆と　き／ 7月4日（土）～ 9月27日（日）
◆休館日／毎週火曜日
◆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

◆おたずね／
   平田本陣記念館　
　☎ 62-5090

「愛刀家所蔵　刀剣展　－出雲・石見と中国地方の優品－」
出雲、石見地方を中心に中国地方の愛刀家のご協力をうけ、日本刀ならびに鐔（つば）
などの小道具、甲冑、火縄銃などの優品を紹介します。
◆と　き／6月20日（土）～ 7月26日（日）　◆休館日／毎週月曜日（7月20日（月・祝）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

◆おたずね・申し込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

出雲文化伝承館

第13回サウンドフェスタ大心路　出演者募集

◆募集対象／出雲圏域在住・在勤の①また
　は②の方
　①アコースティック・サウンドを重
　　視したミュージシャン
　②ストリートパフォーマー
◆募集数／10組程度
◆応募方法／氏名、住所、電話番号（グ　
　ループの場合はグループ名と代表者
　の連絡先）、活動のプロフィールを記載し、写真を添
　付して、直接または郵送でご応募ください。なお、上記
　①の方は、オリジナル曲１曲を入れたデモテープ
　（MD・CD可）も添付してください。（応募書類等は
　お返ししませんので、あらかじめご了承ください。）
◆募集締切／7月12日（日）〔※7月中旬選考会開催〕
◆おたずね・申し込み／サウンドフェスタ実行委員会事務局
　〒693-0022　出雲市上塩冶町97-1（ライム内）
　☎ 23-6915、FAX 22-5428

◆とき・ところ／7月26日（日）　出雲弥生の森博物館　たいけん学習室

出雲囲碁フェスティバル
 ◆とき・ところ／８月1日（土）　大社文化プレイスうらら館　ごえんホール
　 詳しくは38ページをご覧ください

出演者募集

プロ棋士による指導対局とジュニア大会を行います！
参加者募集

　①日本刀入門講座（初心者向け）
　日本刀の扱い方、鑑賞の仕方
　◆と　き／6月27日（土）、7月4日（土）　 両日とも13:30 ～（1時間程度）
　◆講　師／日本美術刀剣保存協会島根県支部　　◆定　員／各10名（抽選）
　◆参加費／1,000円（保険料含む）
　◆申　込／往復ハガキにて6月15日（月）必着。詳細はおたずねください。
　②日本刀据え切り実演・ギャラリートーク
　◆と　き／6月21日（日）、28日（日）、7月5日（日）、12日（日）、19日（日）、26日（日）
　　　　　　各日とも2回開催　11:00～、14:00～　 （雨天の場合、実演は中止の場合があります）
　　　　　　実演のあとギャラリートークを開催（40分程度）
　◆講　師／日本美術刀剣保存協会島根県支部
　◆申　込／不要。実演鑑賞は無料ですがギャラリートークは観覧料が必要です。

①ギャラリートーク
◆と　き／7月4日（土）　
　　　　　14：00～15：00
②サイン会
◆と　き／7月4日（土）　
　　　　　15：00～16：00
◆対　象／当日会場にて絵本を購入
　　　　 された方にサイン会整理
　　　　 券を配布します。

8月30日（日）にビッグハート出雲で開催
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「もしもぼくのせいがのびたら」 
にしまきかやこ　こぐま社　2010年
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出雲吹奏楽団
第38回定期演奏会

6月14日(日）
14:00開演（13:30開場） 出雲市民会館 一般800円（当日1,000円）

高校生以下500円（当日700円）　小学生以下無料
大社ユナイテッドウィンド
第18回定期演奏会

6月7日（日）
14:00開演（13:30開場） 200円（当日300円）大社文化プレイスうらら館

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金
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