
大社文化プレイスうらら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。

参加者募集

参加者募集

参加者募集

参加者募集参加者募集参加者募集ビッグハート出雲

出雲未来図活性化事業
アートマネジメント人材育成事業
オペラ・舞踊コース
新国立劇場バレエ団「シンデレラ」公演の解説や楽
しみ方、これからの地域におけるバレエ界について
◆と　き／8月23日（日）10：00～12：30
◆ところ／出雲市民会館　305学習室
◆対　象／興味のある方はどなたでもご参加いた
　　　　　だけます
◆講　師／稲田奈緒美（日本芸術文化振興会プロ 
　　　　　グラムオフィサー）
◆定　員／50名（先着順）　　◆受講料／500円
◆申込期限／8月17日（月）
◆おたずね・申込み／出雲交流会館　☎ 21-7580

第13回サウンドフェスタ大心路
◆と　き／ 8月30日（日）
　13：00開演（12：30開場）
◆入場料（全席自由・税込）／
　500円（当日700円）
　※小学生以下無料
◆プレイガイド／
　ビッグハート出雲ほか
◆おたずね／
　サウンドフェスタ実行
　委員会事務局（ライム内）
　☎ 23-6915

出雲の春音楽祭2016
◆と　き／平成28年3月21日（月・休）
◆ところ／出雲市民会館
◆曲　目／出雲讃歌‐天地のるつぼ‐
◆募　集／合唱～男声・女声
◆参加料／3,000円　　◆申込期限／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

あめつち

出雲文化伝承館

アカデミー体験講座2015夏
夏休み期間中に音楽・日本文化体験講座を行います。
この夏、音楽の楽しさを体感してみませんか!?

 

◆ところ／出雲交流会館ほか 
◆参加料／無料　※このほかにも講座があります。
◆おたずね・申込み／
　出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）
　☎ 21-6371（月曜日を除く9：00～17：00）
　※詳細は、出雲芸術アカデミーHPをご覧ください。

出演者募集

第8回平野勲漫画コンクール　作品募集
◆作　品／漫画、イラスト
◆テーマ／祭りまたは自由（タイトルが必要）
◆部　門／
　【子ども部門】小学生以下、【中学生部門】中学生、
　【一般部門】高校生以上、【シルバー部門】70歳以上
◆コマ数／ 1コマまたは4コマ
◆用紙・紙質／自由（下地は白）　
◆色　彩／白黒・カラー不問
◆応募点数／一人1点　未発表、模倣（まねた）作品不可
　※応募は無料です。また、作品は返却しません。
◆募集期間／ 8月10日（月）～9月10日（木）
◆送付先／平野勲記念館　〒693-0011　大津町1797

表彰式
◆と　き／10月11日（日）10：00～10：30
◆ところ／大津町　西光寺
　　　　　※まんが祭りを9：45～12：00開催します。
◆応募作品展示／ 10月11日（日）～11月30日（月）
◆開館日／土・日・月曜日　10：00～17：00
◆入館料／中学生以上200円

◆おたずね／漫画コンクール担当：中村　☎ 090-4808-6844

とき（8月） 体験講座 備　　考
7日（金）
8日（土）

9日（日）

12日（水）
16日（日）
18日（火）

おとなの箏アンサンブル
おとなのオーケストラ
わくわく親子リトミック
弦楽器ファミリー
リトミック講習
旋律が重なれば音楽が広がる
オーケストラのひびき
わくわく親子リトミック

経験者で楽器をお持ちの方
経験者で楽器をお持ちの方
3～6歳児とその保護者
小学生
指導者講習会
おとなの合唱
中高生のオーケストラ
3～6歳児とその保護者

19:00～21:00
19:30～22:00
  9:40～10:40
10:00～11:30
11:00～12:00
10:00～12:00
15:00～18:00
16:30～17:30
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8/22（土）
チケット
発売開始

チケット
好評

発売中！第24回「出雲ドーム2000人の吹奏楽」
～ 届け 未来へ 2000人のあふれる想い ～

出雲ドーム

第26回出雲阿国歌舞伎　松竹大歌舞伎
◆と　き／11月20日（金）　
　　　　　【昼の部】14：00開演　【夜の部】18：00開演
◆入場料（全席指定・税込）／8,000円
◆プレイガイド／大社文化プレイスうらら館ほか
◆出　演／尾上菊之助、尾上松也ほか　
◆演　目／教草吉原雀、魚屋宗五郎
◆おたずね／出雲交流会館　☎ 21-7580

第14回いずも音楽コンクール
多くの児童、生徒の皆さんの参加をお待ちして
おります。
◆と　き／11月7日（土）・8日（日）　9：00～17：00（予定）
◆ところ／ビッグハート出雲　
◆開催部門／歌唱の部（独・重唱）、弦楽器の部（独奏）、
　　　　　　ピアノの部（独奏・連弾）
　※詳細についてはおたずねください。
◆参加資格／県内の小中学生（弦楽器の部は幼
　　　　　　児の参加も可）
◆参加料／独唱・独奏　1人1,000円、
　　　　　重唱・連弾　１人500円
◆申込期限／10月1日（木）必着
◆おたずね・申込み／
　いずも音楽コンクール実行委員会事務局
　（出雲交流会館内）　☎ 21-7580

参加者募集「館蔵絵画展」
郷土ゆかりの日本画家

（小豆澤禮）、洋画家（草
光信成、矢田安史郎ほ
か）を中心に、館蔵品を
展示します。
◆と　き／8月1日（土）～9月27日（日）
◆開館時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
◆休館日／毎週月曜（ただし9月21日（月・祝）は開館）
◆観覧料／一般300円（200円）、高校生以下無料
　　　　　※（　）は20名以上の団体料金
◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

◆と　き／９月12日(土)　16：45開演（16:00開場）
◆出場団体／31団体　
　【保育園】あすなろ保育園、あすなろ第２保育園
　【小学校】大津小、神戸川小、長浜小、四絡小、高浜小、平田小、荒木小
　【中学校】出雲一中、出雲二中、出雲三中、河南中、浜山中、南中
　　　　　平田中、向陽中、湖陵中、斐川東中、斐川西中
　【高等学校】出雲高、出雲商業高、出雲北陵高、出雲西高、平田高
              　 大社高、立正大学淞南高、松江西高、情報科学高、鳥取商業高
　【特別ゲスト】IPU環太平洋大学マーチングバンド部（岡山県）
◆入場料（全席自由・税込）／一般2,000円（当日2,200円）　 小学生～高校生1,000円（当日1,200円）
◆プレイガイド／アツタ楽器、出雲ドーム、ラピタ本店、ゆめタウン出雲・斐川、ローソンチケット〈Lコード 69316〉ほか
◆おたずね／「出雲ドーム2000人の吹奏楽」実行委員会事務局（市役所文化スポーツ課内）　☎ 21-6514

出演者募集

第14回いずも新春コンサート
◆と　き／平成28年1月10日（日）
　　　　  14：00～16：00
◆ところ／ビッグハート出雲　白のホール
◆出演資格／出雲地域在住者または出身者で、
　　　　　  音楽芸術を専門に学んだまたは
　　　　　  学んでいる満20歳以上の方
◆種　目／洋楽・邦楽の中から声楽、器楽のソロ   
　　　　　または重唱・奏（五重唱・奏まで）
◆参加料／20,000円（重唱・奏は1人10,000円）
◆申込期限／9月16日（水）必着
◆おたずね・申込み／
　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

平野勲記念館

市民団体主催 8月の催し

尾上菊之助 尾上松也
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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～

参加者募集

参加者募集

参加者募集

ビッグハート出雲

出雲未来図活性化事業
アートマネジメント人材育成事業
オペラ・舞踊コース
新国立劇場バレエ団「シンデレラ」公演の解説や楽
しみ方、これからの地域におけるバレエ界について
◆と　き／8月23日（日）10：00～12：30
◆ところ／出雲市民会館　305学習室
◆対　象／興味のある方はどなたでもご参加いた
　　　　　だけます
◆講　師／稲田奈緒美（日本芸術文化振興会プロ 
　　　　　グラムオフィサー）
◆定　員／50名（先着順）　　◆受講料／500円
◆申込期限／8月17日（月）
◆おたずね・申込み／出雲交流会館　☎ 21-7580

第13回サウンドフェスタ大心路
◆と　き／ 8月30日（日）
　13：00開演（12：30開場）
◆入場料（全席自由・税込）／
　500円（当日700円）
　※小学生以下無料
◆プレイガイド／
　ビッグハート出雲ほか
◆おたずね／
　サウンドフェスタ実行
　委員会事務局（ライム内）
　☎ 23-6915

出雲の春音楽祭2016

ＩＰＵ環太平洋大学マーチングバンド部

小豆澤禮「出雲の空」

◆と　き／平成28年3月21日（月・休）
◆ところ／出雲市民会館
◆曲　目／出雲讃歌‐天地のるつぼ‐
◆募　集／合唱～男声・女声
◆参加料／3,000円　　◆申込期限／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

あめつち

出雲文化伝承館

アカデミー体験講座2015夏
夏休み期間中に音楽・日本文化体験講座を行います。
この夏、音楽の楽しさを体感してみませんか!?

 

◆ところ／出雲交流会館ほか 
◆参加料／無料　※このほかにも講座があります。
◆おたずね・申込み／
　出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）
　☎ 21-6371（月曜日を除く9：00～17：00）
　※詳細は、出雲芸術アカデミーHPをご覧ください。

出演者募集

第8回平野勲漫画コンクール　作品募集
◆作　品／漫画、イラスト
◆テーマ／祭りまたは自由（タイトルが必要）
◆部　門／
　【子ども部門】小学生以下、【中学生部門】中学生、
　【一般部門】高校生以上、【シルバー部門】70歳以上
◆コマ数／ 1コマまたは4コマ
◆用紙・紙質／自由（下地は白）　
◆色　彩／白黒・カラー不問
◆応募点数／一人1点　未発表、模倣（まねた）作品不可
　※応募は無料です。また、作品は返却しません。
◆募集期間／ 8月10日（月）～9月10日（木）
◆送付先／平野勲記念館　〒693-0011　大津町1797

表彰式
◆と　き／10月11日（日）10：00～10：30
◆ところ／大津町　西光寺
　　　　　※まんが祭りを9：45～12：00開催します。
◆応募作品展示／ 10月11日（日）～11月30日（月）
◆開館日／土・日・月曜日　10：00～17：00
◆入館料／中学生以上200円

◆おたずね／漫画コンクール担当：中村　☎ 090-4808-6844

とき（8月） 体験講座 備　　考
7日（金）
8日（土）

9日（日）

12日（水）
16日（日）
18日（火）

おとなの箏アンサンブル
おとなのオーケストラ
わくわく親子リトミック
弦楽器ファミリー
リトミック講習
旋律が重なれば音楽が広がる
オーケストラのひびき
わくわく親子リトミック

経験者で楽器をお持ちの方
経験者で楽器をお持ちの方
3～6歳児とその保護者
小学生
指導者講習会
おとなの合唱
中高生のオーケストラ
3～6歳児とその保護者

19:00～21:00
19:30～22:00
  9:40～10:40
10:00～11:30
11:00～12:00
10:00～12:00
15:00～18:00
16:30～17:30
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8/22（土）
チケット
発売開始

チケット
好評

発売中！第24回「出雲ドーム2000人の吹奏楽」
～ 届け 未来へ 2000人のあふれる想い ～

出雲ドーム

第26回出雲阿国歌舞伎　松竹大歌舞伎
◆と　き／11月20日（金）　
　　　　　【昼の部】14：00開演　【夜の部】18：00開演
◆入場料（全席指定・税込）／8,000円
◆プレイガイド／大社文化プレイスうらら館ほか
◆出　演／尾上菊之助、尾上松也ほか　
◆演　目／教草吉原雀、魚屋宗五郎
◆おたずね／出雲交流会館　☎ 21-7580

第14回いずも音楽コンクール
多くの児童、生徒の皆さんの参加をお待ちして
おります。
◆と　き／11月7日（土）・8日（日）　9：00～17：00（予定）
◆ところ／ビッグハート出雲　
◆開催部門／歌唱の部（独・重唱）、弦楽器の部（独奏）、
　　　　　　ピアノの部（独奏・連弾）
　※詳細についてはおたずねください。
◆参加資格／県内の小中学生（弦楽器の部は幼
　　　　　　児の参加も可）
◆参加料／独唱・独奏　1人1,000円、
　　　　　重唱・連弾　１人500円
◆申込期限／10月1日（木）必着
◆おたずね・申込み／
　いずも音楽コンクール実行委員会事務局
　（出雲交流会館内）　☎ 21-7580

参加者募集「館蔵絵画展」
郷土ゆかりの日本画家

（小豆澤禮）、洋画家（草
光信成、矢田安史郎ほ
か）を中心に、館蔵品を
展示します。
◆と　き／8月1日（土）～9月27日（日）
◆開館時間／9:00～17:00（入館は16:30まで）
◆休館日／毎週月曜（ただし9月21日（月・祝）は開館）
◆観覧料／一般300円（200円）、高校生以下無料
　　　　　※（　）は20名以上の団体料金
◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

◆と　き／９月12日(土)　16：45開演（16:00開場）
◆出場団体／31団体　
　【保育園】あすなろ保育園、あすなろ第２保育園
　【小学校】大津小、神戸川小、長浜小、四絡小、高浜小、平田小、荒木小
　【中学校】出雲一中、出雲二中、出雲三中、河南中、浜山中、南中
　　　　　平田中、向陽中、湖陵中、斐川東中、斐川西中
　【高等学校】出雲高、出雲商業高、出雲北陵高、出雲西高、平田高
              　 大社高、立正大学淞南高、松江西高、情報科学高、鳥取商業高
　【特別ゲスト】IPU環太平洋大学マーチングバンド部（岡山県）
◆入場料（全席自由・税込）／一般2,000円（当日2,200円）　 小学生～高校生1,000円（当日1,200円）
◆プレイガイド／アツタ楽器、出雲ドーム、ラピタ本店、ゆめタウン出雲・斐川、ローソンチケット〈Lコード 69316〉ほか
◆おたずね／「出雲ドーム2000人の吹奏楽」実行委員会事務局（市役所文化スポーツ課内）　☎ 21-6514

出演者募集

第14回いずも新春コンサート
◆と　き／平成28年1月10日（日）
　　　　  14：00～16：00
◆ところ／ビッグハート出雲　白のホール
◆出演資格／出雲地域在住者または出身者で、
　　　　　  音楽芸術を専門に学んだまたは
　　　　　  学んでいる満20歳以上の方
◆種　目／洋楽・邦楽の中から声楽、器楽のソロ   
　　　　　または重唱・奏（五重唱・奏まで）
◆参加料／20,000円（重唱・奏は1人10,000円）
◆申込期限／9月16日（水）必着
◆おたずね・申込み／
　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

平野勲記念館

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金

市民団体主催 8月の催し

わんぱくゆめひろば
～アートの世界を楽しもう～

8月23日（日）
9：30開演（9：00開場） 旧JR大社駅舎 500円


