
チケット
好評

発売中！

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。

出演者募集

市役所ロビー

出雲文化伝承館 参加者募集

第14回いずも音楽コンクール 参加者募集

参加者募集

市民団体主催 9月の催し

「わたしのうた」作詞ワークショップ 参加者募集

事業募集

平成28年度出雲メセナ協会
支援事業の募集について

2015.8.202015.8.20 広報いずも 18広報いずも19

8/22（土）
チケット
発売開始桂米朝一門会

人間国宝 桂米朝の門下による落語会を開催します。
上方落語の真髄をどうぞこの機会に！
◆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

第14回いずも新春コンサート
出演者募集
◆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 

出雲市役所 ロビーコンサート

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／9月30日（水）　※第4水曜日が
   祝日のため第5水曜日に開催
◆出演者／ホウリイ（フルート、二胡の演奏）
◆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

「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、矢田清四郎）を
中心に、館蔵品を展示
します。
◆と　き／９月27日（日）まで
◆休館日／毎週月曜（ただし祝日は開館）
◆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

多くの児童、生徒の皆さんの参加をお待ちし
ています。
◆と　き／11月7日（土）・8日（日）　
　　　　　9：30～17：00（予定）
◆ところ／ビッグハート出雲　
◆参加資格／県内の小中学生（弦楽器の部は
　　　　　　 幼児の参加も可）
◆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）
　※詳細についてはお問い合わせください。
◆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

まちに出かけて“ふるさと出雲”をテーマにオ
リジナルの歌詞をつくってみよう！！
◆と　き／9月26日（土）・27日（日）　
◆ところ／大社文化プレイスうらら館
◆講　師／宮中雲子
◆対　象／作詞に興味があり、２日間参加できる方
◆定　員／25名（先着順）　　
◆参加料／1,000円
◆申込期限／９月11日（金）必着
◆おたずね・申込み／出雲交流会館　
　☎ 21-7580 

出雲メセナ協会では、出雲地域の芸術・文化の
普及、向上、発展に寄与する地域文化活動や事
業を対象に助成します。助成を希望される団
体および個人の方はお申し込みください。
◆申込期限／ 10月31日（土）
◆事業の実施期日／
　平成28年1月1日～12月31日
◆おたずね・申込み／出雲メセナ協会事務局
　（公益財団法人出雲市芸術文化振興財団）
　☎ 21-7580 

桂ざこば 桂米團治

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 ～

尾上菊之助 尾上松也
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ご来場の際は、シャトルバスまたは臨時
駐車場をご利用ください。
臨時駐車場は、各社のご好意によりお借
りしています。ご利用の際には、マナーを
お守りください。

☆無料シャトルバス
   ●往　路／島根森紙業株式会社 → 出雲ドーム
　　　　      15：00～18：30　随時運行
   ●復　路／出雲ドーム → 島根森紙業株式会社
　　　　　   19：30～20：30　随時運行
☆臨時駐車場
　サンプラス、島崎電機、
　出雲グリーン、生協しまね、
　NHK放送塔
☆交通規制
　●日　時／ 9月12日（土）
　　15：00～21：30
  ●規制区間／出雲健康公園
　  外周道路（北側・東側・南側）
　  を右回りの一方通行

会場周辺の店舗・
私有地などへの無断駐車、
路上駐車は絶対に
やめてください。

昨年の様子▶

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
◆出　演／尾上菊之助、尾上松也ほか　
◆演　目／一.教草吉原雀　二.魚屋宗五郎
◆入場料（全席指定・税込）／8,000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：11/5
　　（木）までに要予約］
◆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69332〉ほか
◆おたずね・託
　児の申込み／
　出雲交流会館　
　☎ 21-7580

大社文化プレイスうらら館平田文化館

出雲ドーム

◆と　き／9月12日（土）　開場16：00
　　　　　　　　　　　　開演16：45
◆ところ／出雲健康公園 出雲ドーム
◆出場団体／保育所 2　小学校 7　中学校 11
　　　　　　高等学校 10　※特別ゲスト除く
◆特別ゲスト／IPU・環太平洋大学マーチングバ ンド部
　　　　　　 　（岡山県岡山市）
◆チケット／一般 2,000円（当日2,200円）
　　　　　　小学生～高校生 1,000円（当日1,200円）
◆市内プレイガイド／
　アツタ楽器、ラピタ本店、ゆめタウン出雲、
　出雲ドーム、ゆめタウン斐川、
　市役所文化スポーツ課
◆おたずね／実行委員会事務局（文化スポーツ課内）
　　　　　　☎ 21-6514
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小豆澤禮「出雲の空」
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出雲文化伝承館 参加者募集
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支援事業の募集について
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8/22（土）
チケット
発売開始桂米朝一門会

人間国宝 桂米朝の門下による落語会を開催します。
上方落語の真髄をどうぞこの機会に！
◆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

第14回いずも新春コンサート
出演者募集
◆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 

出雲市役所 ロビーコンサート

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／9月30日（水）　※第4水曜日が
   祝日のため第5水曜日に開催
◆出演者／ホウリイ（フルート、二胡の演奏）
◆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

「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、矢田清四郎）を
中心に、館蔵品を展示
します。
◆と　き／９月27日（日）まで
◆休館日／毎週月曜（ただし祝日は開館）
◆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

多くの児童、生徒の皆さんの参加をお待ちし
ています。
◆と　き／11月7日（土）・8日（日）　
　　　　　9：30～17：00（予定）
◆ところ／ビッグハート出雲　
◆参加資格／県内の小中学生（弦楽器の部は
　　　　　　 幼児の参加も可）
◆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）
　※詳細についてはお問い合わせください。
◆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

まちに出かけて“ふるさと出雲”をテーマにオ
リジナルの歌詞をつくってみよう！！
◆と　き／9月26日（土）・27日（日）　
◆ところ／大社文化プレイスうらら館
◆講　師／宮中雲子
◆対　象／作詞に興味があり、２日間参加できる方
◆定　員／25名（先着順）　　
◆参加料／1,000円
◆申込期限／９月11日（金）必着
◆おたずね・申込み／出雲交流会館　
　☎ 21-7580 

出雲メセナ協会では、出雲地域の芸術・文化の
普及、向上、発展に寄与する地域文化活動や事
業を対象に助成します。助成を希望される団
体および個人の方はお申し込みください。
◆申込期限／ 10月31日（土）
◆事業の実施期日／
　平成28年1月1日～12月31日
◆おたずね・申込み／出雲メセナ協会事務局
　（公益財団法人出雲市芸術文化振興財団）
　☎ 21-7580 

油絵グループ　たけの子会展 9月19日（土）・20日（日）
9：00～17：00 平田文化館 無料

スサノオの里神楽舞2015 9月27日（日）
9：00開演（8：00開場） スサノオホール 全席指定　一般3,000円

中学生以下1,500円

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 ～
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ご来場の際は、シャトルバスまたは臨時
駐車場をご利用ください。
臨時駐車場は、各社のご好意によりお借
りしています。ご利用の際には、マナーを
お守りください。

☆無料シャトルバス
   ●往　路／島根森紙業株式会社 → 出雲ドーム
　　　　      15：00～18：30　随時運行
   ●復　路／出雲ドーム → 島根森紙業株式会社
　　　　　   19：30～20：30　随時運行
☆臨時駐車場
　サンプラス、島崎電機、
　出雲グリーン、生協しまね、
　NHK放送塔
☆交通規制
　●日　時／ 9月12日（土）
　　15：00～21：30
  ●規制区間／出雲健康公園
　  外周道路（北側・東側・南側）
　  を右回りの一方通行

会場周辺の店舗・
私有地などへの無断駐車、
路上駐車は絶対に
やめてください。

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
◆出　演／尾上菊之助、尾上松也ほか　
◆演　目／一.教草吉原雀　二.魚屋宗五郎
◆入場料（全席指定・税込）／8,000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：11/5
　　（木）までに要予約］
◆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69332〉ほか
◆おたずね・託
　児の申込み／
　出雲交流会館　
　☎ 21-7580

大社文化プレイスうらら館平田文化館

出雲ドーム

◆と　き／9月12日（土）　開場16：00
　　　　　　　　　　　　開演16：45
◆ところ／出雲健康公園 出雲ドーム
◆出場団体／保育所 2　小学校 7　中学校 11
　　　　　　高等学校 10　※特別ゲスト除く
◆特別ゲスト／IPU・環太平洋大学マーチングバ ンド部
　　　　　　 　（岡山県岡山市）
◆チケット／一般 2,000円（当日2,200円）
　　　　　　小学生～高校生 1,000円（当日1,200円）
◆市内プレイガイド／
　アツタ楽器、ラピタ本店、ゆめタウン出雲、
　出雲ドーム、ゆめタウン斐川、
　市役所文化スポーツ課
◆おたずね／実行委員会事務局（文化スポーツ課内）
　　　　　　☎ 21-6514


