
平田文化館 出雲市民会館

「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

平田本陣記念館出演者募集

平田本陣記念館

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。

2015.6.192015.6.19 広報いずも 18広報いずも19

入場料
無料

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（前売りのみ）
　ユース800円（当日1,000円）･･･小学生～28歳までの学生対象
　※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・託児の申込み／
　出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会
　館内）　☎ 21-6371

平成8年度重要無形文化財保持者（人
間国宝）に指定された桂米朝の門下
による落語会を開催

◆と　き／10月3日（土）13：00開演
　（12：30開場）　
◆出　演／桂ざこば、桂米團治、
　桂紅雀、桂ひろば、桂吉の丞
◆入場料（全席自由、税込）／
　一般3,500円（当日4,000円）
　高校生以下 1,500円（当日2,000円）
　※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：9 ／17（木）までに要予約〕
◆プレイガイド／平田文化館、ローソン
　チケット〈Ｌコード69184〉ほか
◆おたずね・託児の申込み／
　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

桂米朝一門会

◆と　き／
　平成28年3月21日（月・祝）
◆ところ／出雲市民会館
◆曲　目／
　出雲讃歌ー天地のるつぼー
◆募　集／合唱～男声・女声
◆参加費／3,000円
◆申込締切／8月12日（水）
◆おたずね・申込み／
　出雲の春音楽祭実行委員会
　事務局（出雲交流会館内）　
　☎ 21-7580

出雲の春音楽祭2016

チケット
好評

発売中！

7/4（土）
チケット
発売開始

桂さこば 桂米團治

にしまきかやこ絵本原画展―わたしのワンピース―
 

～夏休みこども教室～

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
画など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）　　◆開館時間／ 9：00～17：00　　
◆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

①「わたしのワンピース」をえがいてみよう　
　紙に描かれたワンピースに自分だけのオリジナル模様をえがいてみよう。
◆と　き／ 7月4日（土）～9月27日（日）9：00～16：00（火曜休館）　　◆対　象／小学生以下
◆当館のホームページ上でこの作品を掲載します。展覧会終了時に西巻先生にグランプリ作品を選定してもら
　い、記念品をお送りします。グランプリ発表は、ホームページ上で行います。
②絵本の読み聞かせ
　展覧会期間中、希望者に絵本の読み聞かせを行います。一週間前までに電話で事前に予約してください。

Ａ．親子植物画（ボタニカルアート）体験教室
◆対　象／小学校4～6年生とその保護者　　
◆と　き／8月1日（土）12：30～16：30　　◆参加費／1人500円
◆定　員／20名（先着順）　

Ｂ．親子しじみストラップ作り教室
◆対　象／小学生とその保護者　　
◆と　き／7月19日（日）14：00～16：00　　◆参加費／1人800円　　
◆定　員／20名（先着順）　　

C．親子カレー皿絵付け教室
◆対　象／小学校低学年とその保護者　
◆と　き／8月5日（水）10：00～11：00　　◆参加費／1人1,000円
◆定　員／20名（先着順）　　

◆申込み方法／Ａ、Ｂ、Ｃとも7月1日から16日までに電話で申込んでください。
◆おたずね・申込み／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／７月22日（水）　　◆出演者／今岡美保、桑原知穂、錦織知夏、森山貴宏（鍵盤ハーモニカアンサンブル）
◆おたずね・出演の申込み／出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）　☎ 21-6371

～夏休みこども教室～   ※用意するものは電話でおたずねください。

Ａ．やきもの教室　（計２回の教室です）
　お皿やコップを作ってみよう！形づくり、絵付けの２回
で完成です。
◆対　象／①小学校３～６年生　
　　　　　②小学校１・２年生とその保護者　　
◆と　き／形づくり：7月23日（木）　 ①  9：30～11：30
　　　　　　　　　　　　　　　　   ②13：00～15：00
　　　　　絵 付 け：8月  8日（土）　 ①  9：30～11：30
 　　　　　　　　　　　　　　　     ②13：00～15：00
◆参加費／①1,000円　②1人1,000円　
◆定　員／①24名　②24名

Ｂ．水彩画教室
　絵の描き方を専門の先生に基礎から教えてもらおう！
◆対　象／①小学校１・２年生　②小学校３～６年生　　
◆と　き／ 7月26日（日） 　①9：30～12：00　
               　　　　　　　  ②9：30～15：00
◆参加費／①500円　②700円　　◆定　員／ 40名

Ｃ．和菓子作り・お抹茶体験教室
　和菓子をつくり、自分のつくった和菓子でお抹茶の飲み方や作法を楽しく教えてもらおう！
◆対　象／小学校1～6年生　　◆と　き／８月2日（日）　9：30～12：00　　◆参加費／1,000円　　◆定　員／25名

Ｄ．箏体験教室
Ｅ．日本舞踊体験教室　
Ｆ．尺八体験教室  
　日頃体験することの少ない箏、日本舞踊又は尺八に
チャレンジしてみよう！
◆対　象／小学校1～６年生　　
◆と　き／7月29日（水）～30日（木）　
               両日とも10：00～12：00　　
◆参加費／500円　　◆定　員／各5名　　

G．とーんと昔お話会
　出雲地方の民話やわらべうたを親子で楽しんでみませ
んか！
◆対　象／４歳～小学生とその保護者　　
◆と　き／８月8日（土）10：30～12：00　　
◆参加費／無料　　◆定　員／ 30名

「往復はがき」で申し込んでください。
◆申込締切／ 7月12日（日）必着　　
◆宛　先／〒693-0054  出雲市浜町520  出雲文化伝承館　夏休みこども教室係
◆送信はがきに記入すること／参加希望教室名（Ａ．やきもの教室、Ｂ．水彩画教室は①、②のいずれかを明記して
　ください）　
　・参加希望人数　・氏名　・住所（郵便番号と番地も明記してください）　・連絡先電話番号　
　・通学している学校名、学年
◆結果連絡／返信用はがきでお知らせします。　
　　　　　　※応募者多数の場合は抽選となります。　※各教室とも初参加の方を優先します。

出雲文化伝承館

出雲市役所 ロビーコンサート
市役所ロビー
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◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

第67回

◆おたずね・申込み／平田本陣記念館　☎ 62-5090

※Ｄ・Ｅ・Ｆはいずれか１つ体験
   できます。 ２日間の教室です。
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　・参加希望人数　・氏名　・住所（郵便番号と番地も明記してください）　・連絡先電話番号　
　・通学している学校名、学年
◆結果連絡／返信用はがきでお知らせします。　
　　　　　　※応募者多数の場合は抽選となります。　※各教室とも初参加の方を優先します。

出雲文化伝承館

出雲市役所 ロビーコンサート
市役所ロビー

きょう  しつ こと

きょうしつわ  が  し  づ く まっ ちゃ たい けん

きょう  しつ

きょう しつ

たい けん

たい けん

きょう しつたい けんしゃく はち

に   ほん ぶ   よう

きょう  しつすい さい   が

◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

第67回

◆おたずね・申込み／平田本陣記念館　☎ 62-5090

※Ｄ・Ｅ・Ｆはいずれか１つ体験
   できます。 ２日間の教室です。


