
大社文化プレイスうらら館
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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～

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。

市役所ロビー

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―

2015.10.202015.10.20 広報いずも 18広報いずも19

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.チャイコフスキー）　
　　　　　   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。無料託児サービスをご
　　利用ください。［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
　　　　　福田悠子（賛助）ほか
◆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。無料託児
　　サービスをご利用ください。［12 ／ 8（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、
　ローソンチケット〈Lコード61860〉　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。
◆おたずね・託児の申込み／出雲交流会館　
   ☎ 21-7580　FAX 21-6372

いけばな展示、茶席、邦楽邦舞、和菓子作りなど、出雲和文化交流会の構成団体がそれぞれの特徴をいかした催しを企画します。
◆と　き／ 11月28日（土）・29日（日）  9:00～16:00
◆参加券／一般券　前売券820円（当日券1,030円）　子ども券（高校生以下）　前売・当日とも300円
　　　　　※参加券は構成団体または出雲文化伝承館で取り扱っています。　　
　　　　　※参加券で催しに1日参加できます。
　　　　　※いけばな展示、地元特産品販売、記念講演会以外は参加券が必要です。
◆お茶券／一席510円

地域で活動する音楽家や愛好家等の発表の場として、
隔月第4水曜日にロビーコンサートを行っています。
◆と　き／11月25日（水）12:20～12:50
◆内　容／ピアノ独奏　　
◆出演者／すずらん（若月晶代、若月恭子）
◆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）　☎ 21-6371

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―

出雲市役所 ロビーコンサート 第69回

大社文化プレイスうらら館 大社文化プレイスうらら館

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／11月29日（日）まで　　◆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）
関連行事
①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）
②ギャラリートーク（出雲文化伝承館・平田本陣記念館）　
　◆と　き／11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
③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／❶13:30～　❷15:00～　（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）
◆おたずね・申込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460（特別展、関連行事②③）　
　　　　　　　　　  平田本陣記念館　☎ 62-5090（特別展、関連行事①②）

チケット
好評

発売中！

出雲文化伝承館

出雲文化伝承館・平田本陣記念館

ふう  がい

達磨図
（今市町　南泉寺）

出雲文化伝承館で展示

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

◆おたずね・申込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

第13回出雲和文化まつり

婚礼・葬送・法事など人生の節目の行事は、かつては「家」で、お祝い・お斎など食膳でもてなしをしました。このたびは誕生を祝う人々の
営みを紹介し、江戸時代後期の祝膳を食体験していただきます。出雲地方で行われた伝統の祝儀の一端を様式と食文化から追体験し、
優れた郷土文化に触れていただきます。
◆と　き／ 12月２日（水）　①1回目11:00 ～ 13:30　 ②2回目17:00 ～ 19:30　　◆ところ／出雲文化伝承館出雲屋敷
◆参加費／ 1名につき10,000円　　定員各20名　要申込み（電話・先着順）　　
◆おたずね・申込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

出雲文化伝承館

出雲伝統の祝膳　―子どもの誕生　お祝い様式と食体験―
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ところ／とき

出雲屋敷
(要参加券)

日本舞踊　箏曲・邦楽演奏
①11:00～　②14:00～

伝承館こどもいけばな教室作品展示　両日とも9:00～16:00

お茶席（不昧流）　9:00～16:00 お茶席（表千家）　9:00～16:00

「チャレンジ講座　しじみストラップ作り」
①9:30～11:30　　②13:00～15:00
対　象：小学生と保護者、一般の方
　　   （材料費1人1,000円）
定　員：各20名

「チャレンジ講座　和菓子職人になろう」
①9:00～10:00　　②10:30～11:30
対　象：小学生と保護者、一般の方
　　　 （材料費1人510円）
定　員：各25名

記念講演会「公卿－三條西家－」

講師：三條西堯水氏（香道御家流二十三代宗家）
10:00 ～ 12:00 　定員80名　
冷泉流和歌披講講座受講者による発表の後、
講演会があります。

いけばな展（池坊・小原流）　両日とも9:00～16:00

11:00～伝承館こども箏・日本舞踊教室発表
14:00～出雲邦楽邦舞連盟師範演奏演舞

実習室(要参加券)
※要申込み
　（電話・先着順）
　10月27日（火）9：00
　から受付

縁結び交流館
(参加券不要)

※要申込み（電話・先着順）

展示室(参加券不要)

11月28日(土) 11月29日(日)

ところ 料　　金
出雲市美術展［洋画］ 11月６日（金）～８日（日） 出雲文化伝承館　縁結び交流館 無料

第59回出雲市俳句大会 11月８日（日） 出雲市民会館 投句料1,000円
混声合唱団クリスタルコール平田第21回定期演奏会
第37回出雲市川柳大会

11月８日（日）
11月14日（土）

平田文化館
パルメイト出雲

一般500円（当日600円）　高校生以下無料
無料

ひらた吹奏楽団第21回演奏会

第26回琴城流大正琴出雲支部発表会

11月20日（金）～ 22日（日）

11月15日（日）

11月15日（日）
平田文化館

出雲市民会館 無料

パッチワーク・キルト展
11月21日（土）

出雲文化伝承館　縁結び交流館 無料
無料第49回油絵グループ木曜会展

11月20日（金）～ 22日（日）
平田文化館
旧JR大社駅

無料11月21日（土）～ 23日(月・祝） ビッグハート出雲
出雲漢詩大会 出雲中央図書館 無料

無料

11月22日（日）～ 24日（火）　9:00～17:00（24日は16:00まで） 大社文化プレイスうらら館 無料第41回大社町総合美術展

雲州ふらたシネマステーション　出雲ＣＭコンテスト 11月23日（月・祝） 平田文化館
むらくも座2015出雲歌舞伎復活公演 11月29日（日）12:00開演 スサノオホール Ｓ席3,000円　Ａ席2,000円　Ｂ席1,000円

第32回出雲市民合唱祭　みんなで歌うコーラスコンサート 11月29日（日）

11月15日（日）・23日（月・祝）・29日（日）19：00開演

ビッグハート出雲 一般500円　高校生以下無料
第29回プラタナス・Ｍｙ・コンサート 11月29日（日） 平田文化館 無料

入場料500円劇団ごえん塾　第13回公演「母です」「下井さんの秘密」他

出雲和紙ちぎり絵展

一般500円　小学生以下無料

文
化
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松籟亭(参加券かお茶券)

本館展示室（参加券か観覧券） 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－」

イベント広場（参加券不要） 地元特産品の販売

さんじょうにしぎょうすい
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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.チャイコフスキー）　
　　　　　   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。無料託児サービスをご
　　利用ください。［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
　　　　　福田悠子（賛助）ほか
◆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。無料託児
　　サービスをご利用ください。［12 ／ 8（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、
　ローソンチケット〈Lコード61860〉　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。
◆おたずね・託児の申込み／出雲交流会館　
   ☎ 21-7580　FAX 21-6372

いけばな展示、茶席、邦楽邦舞、和菓子作りなど、出雲和文化交流会の構成団体がそれぞれの特徴をいかした催しを企画します。
◆と　き／ 11月28日（土）・29日（日）  9:00～16:00
◆参加券／一般券　前売券820円（当日券1,030円）　子ども券（高校生以下）　前売・当日とも300円
　　　　　※参加券は構成団体または出雲文化伝承館で取り扱っています。　　
　　　　　※参加券で催しに1日参加できます。
　　　　　※いけばな展示、地元特産品販売、記念講演会以外は参加券が必要です。
◆お茶券／一席510円

地域で活動する音楽家や愛好家等の発表の場として、
隔月第4水曜日にロビーコンサートを行っています。
◆と　き／11月25日（水）12:20～12:50
◆内　容／ピアノ独奏　　
◆出演者／すずらん（若月晶代、若月恭子）
◆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）　☎ 21-6371

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―

出雲市役所 ロビーコンサート 第69回

大社文化プレイスうらら館 大社文化プレイスうらら館

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／11月29日（日）まで　　◆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）
関連行事
①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）
②ギャラリートーク（出雲文化伝承館・平田本陣記念館）　
　◆と　き／11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
③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／❶13:30～　❷15:00～　（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）
◆おたずね・申込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460（特別展、関連行事②③）　
　　　　　　　　　  平田本陣記念館　☎ 62-5090（特別展、関連行事①②）

チケット
好評

発売中！

出雲文化伝承館

出雲文化伝承館・平田本陣記念館

ふう  がい

◆おたずね・申込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

第13回出雲和文化まつり

婚礼・葬送・法事など人生の節目の行事は、かつては「家」で、お祝い・お斎など食膳でもてなしをしました。このたびは誕生を祝う人々の
営みを紹介し、江戸時代後期の祝膳を食体験していただきます。出雲地方で行われた伝統の祝儀の一端を様式と食文化から追体験し、
優れた郷土文化に触れていただきます。
◆と　き／ 12月２日（水）　①1回目11:00 ～ 13:30　 ②2回目17:00 ～ 19:30　　◆ところ／出雲文化伝承館出雲屋敷
◆参加費／ 1名につき10,000円　　定員各20名　要申込み（電話・先着順）　　
◆おたずね・申込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

出雲文化伝承館

出雲伝統の祝膳　―子どもの誕生　お祝い様式と食体験―


