
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。

出雲未来図活性化事業　
出雲伝統芸能プロデュース公演 
日本舞踊の魅力×箏曲の魅力2015

文化講演会
「先人達が築いた三本の糸の楽器・・・
その生い立ちと共に奏でる
　　　　          津軽三味線の音色」

湖陵コミュニティセンター　大ホール大社文化プレイスうらら館

2015.9.182015.9.18 広報いずも 16広報いずも17

9/19（土）
チケット
発売開始！

出雲芸術アカデミー設立10周年記念
出雲Jr.フィル・プロムナードコンサートⅢ
出雲Jr.フィル３回目の単独公演！
子どもたちのフレッシュな合唱、オーケストラにご期待ください。
設立10周年記念の今回は、アカデミー第1期修了生の村上彩さん
をソリストに迎え、協奏曲にも挑戦します！

◆と　き／11月15日（日）　14:00開演（13:30開場）
◆出　演／出雲Jr.フィル（出雲芸術アカデミー音楽院本科 　　　
　　　　　合唱コース、オーケストラコース【シンフォニーオー　
　　　　　ケストラ】）
◆演奏曲／♪鈴木敏史の詩による6つの合唱曲『朝顔の苗』
　　　　　　（寺島　陸也）
 　 ♪ヴァイオリン協奏曲　第1楽章（P.チャイコフキー）
　　　　　　独奏：村上　彩　
　　　　　♪美しく青きドナウ（J.シュトラウスⅡ）　ほか
◆入場料（全席自由・税込）／ 800円（当日1,000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61947〉ほか
◆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）　☎ 21-6371

チケット
好評

発売中！

出雲では鑑賞する機会が少ないプロフェッショナルな日本舞踊と箏曲の魅力をお届けします。
◆と　き／ 12月20日（日）　13：30～16：00（予定）
◆出演／藤間蘭黄、花柳　基、花柳静久郎、藤間蘭翔
　　　　西川沢妙、大月邦弘、板倉佳苗、福田寿美子、ジュニア日本文化講座受講生
◆解説／葛西聖司
◆入場料（全席自由、税込）／一般1,500円（当日1,800円）　
　　　　　　　　　　　　 高校生以下800円（当日1,000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、12月８日（火）までに要予約］
◆プレイガイド／大社文化プレイスうらら館 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100名）。ハガキ、FAXまたは 　
　メールにて12月4日（金）までにお申し込みください。詳細はおたずねください。
◆おたずね・託児の申込み／出雲交流会館　☎ 21-7580　FAX 21-6372
 

２ 年 前 の 講 演 会 で 大 好 評
だった来世楽の２人が帰って
きた！
心に響く津軽三味線の音色と
唄をお楽しみください。
◆と　き／10月31日（土）　
　　　　　14:00～15:30
◆講　師／津軽三味線奏者　
　　　　　来世楽（京極あつこ氏・京極ゆか氏）
◆入場料／無料　　◆申込み／不要　
◆おたずね／湖陵支所市民サービス課　　　　
　　　　　　☎ 43-1212

出雲芸術アカデミー音楽院受講生後期募集

尾上菊之助 尾上松也

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大社文化プレイスうらら館

受講者募集

11月からの音楽院受講生を募集します。
【本科】…小学生～高校生対象
　 ・リトミックコース（小学1～3年生）　 ・合唱コース（小学４年～高校２年生）
　 ・オーケストラコース（小学生～高校２年生）
  　 ＊出願期間　10月１日（木）～ 16日（金）　
  　 ＊適性をみるための演奏と面接（合唱･オーケストラ希望者）　10月24日（土）

【別科】…大人対象（18歳以上）
　 ・合唱コース【コーラス・レパートリー】　
    ・オーケストラコース【オーケストラ・レパートリー】（高校3年生可）
　 ・邦楽コース【邦楽合奏】（高校３年生可）　　
      ※別科については随時募集しております。

【幼児科】…３歳～就学前の幼児対象（親子）
　 ・親子リトミックコース【リトル】【マミー＆ミー】【トライ＆ドゥ】
　※年齢に応じてクラスを編成しています。平日開講クラス大歓迎！

【特別講座】
　 ・ジュニア日本文化講座【舞踊アンサンブル】【箏曲アンサンブル】
　※小学１年生～高校２年生対象、小学生は基礎を習得した方。
詳しくはおたずねください。ホームページにも記載しております。
◆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）　☎ 21-6371

出雲メセナ協会支援
事業平成28年度の
募集について

事業募集

出雲メセナ協会では、出雲地
域の芸術文化の普及、向上及
び発展に寄与する活動及び事
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／
　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

市民団体主催 10月・11月の催し

チケット
好評

発売中！

出雲文化伝承館・平田本陣記念館同時開催特別展 
出雲の風外さん　̶来雲200年記念　画禅一如　出雲での足跡̶
曹洞宗の高僧で、画僧としても著名な風外本高は6度も出雲地方へ遊歴し、仏道を広め、また多くの禅画を描きました。風外和尚来雲200年を記念して
出雲文化伝承館と平田本陣記念館、同時開催の特別展を開催し、その業績を顕彰します。
◆と　き／ 10月16日（金）～11月29日（日）　　◆開館時間／ 9:00～17:00（入館は16:30まで）
◆休館日／出雲文化伝承館　月曜（祝日の場合開館）　平田本陣記念館　火曜
◆主な出品先（予定）／大本山永平寺、大本山總持寺、駒澤大学、香積寺（豊田市）、長興寺（田原市）、厳王寺（田原市）、西光寺（豊橋市）、龍拈寺（豊橋市）、
　　　　　　　　　　 法持寺（名古屋市）、大運寺（名古屋市）、県内曹洞宗寺院、島根県立美術館、豊田市郷土資料館ほか
◆観覧料／出雲文化伝承館 一般720円（620円）、高校生以下無料　　平田本陣記念館 一般620円（520円）、高校生以下無料
　　　　※（　）は20名以上の団体料金　　二館共通観覧券　一般1,000円（他の割引とは併用できません）

出雲文化伝承館・平田本陣記念館

ふう   がい

ラ  セ  ラ

関連行事
　①講演会　出雲文化伝承館　「禅画の系譜－白隠、仙厓、そして風外」　山下裕二氏（明治学院大学教授）
　　◆と　き／10月25日（日）　　◆時　間／13:30～15:00　　
  　 ◆料　金／入場無料、定員80名　要申込み（電話・先着順）
　②講演会　平田本陣記念館　「風外の禅、禅僧としての功績」　川口高風氏（愛知学院大学教授）
　　◆と　き／11月15日（日）　　◆時　間／13:30～15:00　　
　　◆料　金／入場無料、定員50名　要申込み（電話・先着順）
　③県内関連史跡バスツアー　平田本陣記念館発着　
　　◆と　き／11月1日（日）　　◆時　間／12:30～17:00　
　　◆料　金／2,000円（二館共通観覧券付）　定員30名　要申込み（電話・先着順）
　④ギャラリートーク（出雲文化伝承館・平田本陣記念館）
　　◆と　き／①10月18日（日）　②11月８日（日）　
　　◆時　間／11:00～11:40　出雲文化伝承館　　14:00～14:40　平田本陣記念館
　　◆料　金／要展覧会観覧料　申込み不要
　⑤坊さん茶房（出雲文化伝承館　松籟亭）
　　坐禅の後で、僧侶手作りのお菓子とお抹茶をいただきます。
　　◆と　き／11月８日（日）　　◆時　間／①13:30～　②15:00～　（それぞれ1時間程度）　　
　　◆料　金／300円、定員各20名　要申込み（電話・先着順）
　⑥市民茶会（出雲文化伝承館）　　◆と　き／11月28日（土）～29日（日）

◆おたずね・申込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460（特別展、関連行事①③④⑤⑥）
　　　　　　　　　 平田本陣記念館　☎ 62-5090（特別展、関連行事②④）
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達磨図
（今市町　南泉寺）

出雲文化伝承館で展示

第26回出雲阿国歌舞伎　
松竹大歌舞伎
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受講者募集

11月からの音楽院受講生を募集します。
【本科】…小学生～高校生対象
　 ・リトミックコース（小学1～3年生）　 ・合唱コース（小学４年～高校２年生）
　 ・オーケストラコース（小学生～高校２年生）
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　 ・合唱コース【コーラス・レパートリー】　
    ・オーケストラコース【オーケストラ・レパートリー】（高校3年生可）
　 ・邦楽コース【邦楽合奏】（高校３年生可）　　
      ※別科については随時募集しております。

【幼児科】…３歳～就学前の幼児対象（親子）
　 ・親子リトミックコース【リトル】【マミー＆ミー】【トライ＆ドゥ】
　※年齢に応じてクラスを編成しています。平日開講クラス大歓迎！

【特別講座】
　 ・ジュニア日本文化講座【舞踊アンサンブル】【箏曲アンサンブル】
　※小学１年生～高校２年生対象、小学生は基礎を習得した方。
詳しくはおたずねください。ホームページにも記載しております。
◆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）　☎ 21-6371

出雲メセナ協会支援
事業平成28年度の
募集について

事業募集

出雲メセナ協会では、出雲地
域の芸術文化の普及、向上及
び発展に寄与する活動及び事
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／
　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

市民団体主催 10月・11月の催し

催　　事　　名 と　　き ところ 料　　金
第31回平田美術展 10月3日（土）・4日（日）9:00～ 平田本陣記念館 無料

平田民芸同好会　会員作品展 10月10日（土）・11日（日）10:00～ 平田文化館 無料
池坊・小原流合同　いけばな展

夏井いつきの句会ライブ
平田短歌大会

10月11日（日）・12日（月・祝）9:00～

10月11日（日）10：00開演
10月24日（土）13:00～

平田文化館

平田文化館
大社文化プレイスうらら館

大社文化プレイスうらら館

無料

入場料500円（全席自由）
無料

ライヴイン旧国鉄大社駅

第51回邦楽邦舞鑑賞会

10月28日（水）～11月23日(月・祝)
10月25日（日）18：00開演

10月25日（日）13:30開演
旧JR大社駅

前売800円（当日1,000円）
前売3,000円（全席自由）

出雲市美術展［書道］
10月31日(土)・11月１日（日）

ビッグハート出雲 無料
神門通り100周年記念出雲大社奉納大菊花展

10月30日(金)～11月１日(日)
出雲大社勢溜 無料

展示は無料（お茶席は550円、映画祭は3日のみ当日1,000円）10月31日（土）～11月３日（火・祝） 斐川文化会館、原鹿の旧豪農屋敷
平成27年度多伎町文化祭 多伎コミュニティセンターほか 無料（お茶席券は300円）

11月3日（火・祝） 出雲市民会館 無料第65回出雲短歌大会

こども芸能大会 11月3日（火・祝）９:45開演 スサノオホール 無料

2015斐川文化祭

チケット
好評

発売中！

出雲文化伝承館・平田本陣記念館同時開催特別展 
出雲の風外さん　̶来雲200年記念　画禅一如　出雲での足跡̶
曹洞宗の高僧で、画僧としても著名な風外本高は6度も出雲地方へ遊歴し、仏道を広め、また多くの禅画を描きました。風外和尚来雲200年を記念して
出雲文化伝承館と平田本陣記念館、同時開催の特別展を開催し、その業績を顕彰します。
◆と　き／ 10月16日（金）～11月29日（日）　　◆開館時間／ 9:00～17:00（入館は16:30まで）
◆休館日／出雲文化伝承館　月曜（祝日の場合開館）　平田本陣記念館　火曜
◆主な出品先（予定）／大本山永平寺、大本山總持寺、駒澤大学、香積寺（豊田市）、長興寺（田原市）、厳王寺（田原市）、西光寺（豊橋市）、龍拈寺（豊橋市）、
　　　　　　　　　　 法持寺（名古屋市）、大運寺（名古屋市）、県内曹洞宗寺院、島根県立美術館、豊田市郷土資料館ほか
◆観覧料／出雲文化伝承館 一般720円（620円）、高校生以下無料　　平田本陣記念館 一般620円（520円）、高校生以下無料
　　　　※（　）は20名以上の団体料金　　二館共通観覧券　一般1,000円（他の割引とは併用できません）

出雲文化伝承館・平田本陣記念館

ふう   がい

懶瓚啗芋（らいさんたんう）
（地位も名誉も欲しない高僧）

（国富町　康国寺）
平田本陣記念館で展示

ラ  セ  ラ

関連行事
　①講演会　出雲文化伝承館　「禅画の系譜－白隠、仙厓、そして風外」　山下裕二氏（明治学院大学教授）
　　◆と　き／10月25日（日）　　◆時　間／13:30～15:00　　
  　 ◆料　金／入場無料、定員80名　要申込み（電話・先着順）
　②講演会　平田本陣記念館　「風外の禅、禅僧としての功績」　川口高風氏（愛知学院大学教授）
　　◆と　き／11月15日（日）　　◆時　間／13:30～15:00　　
　　◆料　金／入場無料、定員50名　要申込み（電話・先着順）
　③県内関連史跡バスツアー　平田本陣記念館発着　
　　◆と　き／11月1日（日）　　◆時　間／12:30～17:00　
　　◆料　金／2,000円（二館共通観覧券付）　定員30名　要申込み（電話・先着順）
　④ギャラリートーク（出雲文化伝承館・平田本陣記念館）
　　◆と　き／①10月18日（日）　②11月８日（日）　
　　◆時　間／11:00～11:40　出雲文化伝承館　　14:00～14:40　平田本陣記念館
　　◆料　金／要展覧会観覧料　申込み不要
　⑤坊さん茶房（出雲文化伝承館　松籟亭）
　　坐禅の後で、僧侶手作りのお菓子とお抹茶をいただきます。
　　◆と　き／11月８日（日）　　◆時　間／①13:30～　②15:00～　（それぞれ1時間程度）　　
　　◆料　金／300円、定員各20名　要申込み（電話・先着順）
　⑥市民茶会（出雲文化伝承館）　　◆と　き／11月28日（土）～29日（日）

◆おたずね・申込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460（特別展、関連行事①③④⑤⑥）
　　　　　　　　　 平田本陣記念館　☎ 62-5090（特別展、関連行事②④）


