
市民団体主催 2月の催し

出雲市民会館

「第17回工芸展」
「平成27年度公募展優秀作品展」

同時
開催

市民の皆さんが制作された、陶芸・木工芸等の工芸
作品を展示し、優秀作品を表彰します。
また、今年度の公募展で市長賞・教育長賞を受賞さ
れた作品を一堂に展示します。
この機会にぜひご鑑賞ください。
◆と　き／2月26日（金）～ 28日（日）　
              10：00～17：00（最終日は16：00まで）
◆ところ／出雲市民会館　展示室　　
◆おたずね／出雲交流会館　☎ 21-7580

【市長賞・教育長賞受賞のみなさん（敬称略）】

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
出雲の春音楽祭2016
焔 ～いのちのうた。よろこびのうた。～

【出願期間　2月9日（火）～ 3月11日（金）】
出雲芸術アカデミーでは、５月からの受講生を募集します。いろいろな地域、学年の友達と、楽しい音楽の時
間を過ごしませんか？たくさんの申し込みをお待ちしています。
◆募集要項／２月上旬から、アカデミー事務局、市役所本庁・各支所、出雲市民会館、ビッグハート出雲、
　　　　　　うらら館、平田文化館に配置します。また、出雲芸術アカデミーのホームページにも掲載します。
◆申込方法／募集要項内の入校願書に記入し、「出雲芸術アカデミー事務局」へ郵送または持参してください。
　　　　　　 （FAX不可）
◆体験講座／幼児科親子リトミック体験講座　２月28日（日）10:00～11:00　出雲交流会館
　              ※どの講座も随時見学が可能です。事前にご連絡ください。

音楽と友達になろう♪
出雲芸術アカデミー音楽院　受講生募集のお知らせ（5月入校）

コース・講座一覧　開講時間や曜日などは、お気軽におたずねください。

◆おたずね／出雲芸術アカデミー事務局　☎ 21-6371
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◆と　き／ 3月21日（月・祝）15:00開演（14:00開場）　　
◆音楽監督・指揮／中井章徳
◆振付・舞踊／藤間蘭黄　　◆司会／羽原　順司
◆内　容／【オープニング】邦楽合奏　吉崎克彦作曲「戯曲」ほか
　　　　　【第1部】オーケストラと日本舞踊の融合第２弾「JUNAN」
　　　　　　　　  G．ホルスト作曲　組曲『惑星』から「火星」「天王星」
　　　　　　　　  M．ファリャ作曲　バレエ音楽『恋は魔術師』より　「火祭りの踊り」
　　　　　           G．ビゼー作曲　歌劇《カルメン》　第３幕への間奏曲
　　　　　【第2部】出雲に歌い継がれる器楽と声楽の祭典
　　　  　　　　　鈴木輝昭作曲　頌歌　天地のるつぼ　‐出雲讃歌‐
◆入場料（全席自由・税込）／一般2,000円、学生800円、ペア3,000円（前売のみ）
　※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。［3/10（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：64192≫ほか
◆おたずね・託児の申し込み／出雲交流会館　☎ 21-7580

出雲市民会館

館蔵品展
◆と　き／３月５日（土）～27日（日）　
◆休館日／火曜休館　　
◆開館時間／ 9：00～17：00
◆入館料／一般510円
　　　　　（20名以上の団体は410円）　
　　　　　※高校生以下無料　

掛軸の扱い方を基礎からわかりやすく解説します。
掛軸の掛け方やしまい方の実習もあります。
◆と　き／２月14日（日）、21日（日）　10：00～12：00
◆ところ／平田本陣記念館茶室　　
◆講　師／担当学芸員　　◆参加費／ 310円（抹茶付）
◆定　員／各日10名（先着順）　　
◆要申込（２月３日（水）から電話で受付）

平田本陣記念館

出雲の社寺宝物展Ⅱ
出雲市内の社寺には、優れた文化財が伝えられています。シリーズ
2回目は、一畑薬師、馬木不動尊光明寺、大念寺に伝わる貴重な
宝物を紹介し、郷土の歴史や文化を考察します。あわせて塩冶
神社元神主家・秦家の史料も展示します。
◆と　き／２月28日（日）まで
◆開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）
◆休館日／月曜日（祝日の場合開館）
◆観覧料／一般620円（20名以上の団体は520円）　
               高校生以下無料
◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

出雲文化伝承館

狩野探幽「維摩居士」（出雲　一畑薬師）

掛軸教室

◆おたずね・申込み／平田本陣記念館　☎ 62-5090
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桂　吉弥　落語会Vol．8 2月28日（日）13:00開演
（12:30開場） 大社文化プレイスうらら館 一般2,000円（当日2,500円）

全席自由　未就学児入場不可

気更来（きさらぎ）・民謡と民踊のつどい 2月28日（日）10:00開演
（9:30開場） 平田文化館 500円

出雲市民会館

「第17回工芸展」
「平成27年度公募展優秀作品展」

同時
開催

日本画
洋　画
書　道
写　真

パッチワーク
俳　句
川　柳
短　歌
漢　詩

渡　麻矢
多納　陽二
西尾　虚空
川上　政光
板倉　敦子
吾郷　幸子
福西　茶子
後藤　元興
若林　謙太郎

川島　涼子
田中　昭久
日下　溪扇
橋本　英治
勝部　悦子
飯塚　佳子
仲村　陽子
井上　育子
森山　兼明

市民の皆さんが制作された、陶芸・木工芸等の工芸
作品を展示し、優秀作品を表彰します。
また、今年度の公募展で市長賞・教育長賞を受賞さ
れた作品を一堂に展示します。
この機会にぜひご鑑賞ください。
◆と　き／2月26日（金）～ 28日（日）　
              10：00～17：00（最終日は16：00まで）
◆ところ／出雲市民会館　展示室　　
◆おたずね／出雲交流会館　☎ 21-7580

【市長賞・教育長賞受賞のみなさん（敬称略）】
部　門 市長賞 教育長賞

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～

出雲未来図活性化事業
出雲の春音楽祭2016
焔 ～いのちのうた。よろこびのうた。～

【出願期間　2月9日（火）～ 3月11日（金）】
出雲芸術アカデミーでは、５月からの受講生を募集します。いろいろな地域、学年の友達と、楽しい音楽の時
間を過ごしませんか？たくさんの申し込みをお待ちしています。
◆募集要項／２月上旬から、アカデミー事務局、市役所本庁・各支所、出雲市民会館、ビッグハート出雲、
　　　　　　うらら館、平田文化館に配置します。また、出雲芸術アカデミーのホームページにも掲載します。
◆申込方法／募集要項内の入校願書に記入し、「出雲芸術アカデミー事務局」へ郵送または持参してください。
　　　　　　 （FAX不可）
◆体験講座／幼児科親子リトミック体験講座　２月28日（日）10:00～11:00　出雲交流会館
　              ※どの講座も随時見学が可能です。事前にご連絡ください。

音楽と友達になろう♪
出雲芸術アカデミー音楽院　受講生募集のお知らせ（5月入校）

親子リトミック

リトミック

合唱

オーケストラ

※楽器貸与あります

※新規募集を行わない
　楽器もあります。

合唱

オーケストラ

邦楽

【特別講座】
ジュニア日本文化講座

リトル（３歳児）

マミー＆ミー（４～５歳児）

トライ＆ドゥ（６歳児）

音楽入門

合唱

入門

（新たに始めたい方、少し経験のある方）

オーケストラ

（ある程度楽器経験のある方）

コーラス・レパートリー

オーケストラ・レパートリー

邦楽合奏

舞踊アンサンブルクラス

箏曲アンサンブルクラス

小学生～高校2年生

※小学生は基礎を習得した方

3歳～6歳の幼児と保護者

※年齢別のクラス編成

小学1年生～3年生

小学4年生～高校2年生

小学1年生～高校2年生

（小学1年生～ 3年生についてはリトミックコースと併講）

【オーケストラの楽器】

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、

フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、

ホルン、トランペット、トロンボーン、打楽器

社会人で合唱（混声）に興味のある方

18歳（高校3年生含む）以上で楽器をお持ちの方

18歳（高校3年生含む）以上で楽器（箏）をお持ちの方

20～22回

40～44回

40～44回

40～44回

40～44回

36回

24回

12回

2,000円

2,500円

2,500円

5,000円

3,500円

2,500円

3,000円

1,500円

24回

科 コース・講座 対象（4月からの年齢・新学年） 年間の開講数受講料月額

幼
児
科

本
科

別
科

コース・講座一覧　開講時間や曜日などは、お気軽におたずねください。

2,000円

◆おたずね／出雲芸術アカデミー事務局　☎ 21-6371
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◆と　き／ 3月21日（月・祝）15:00開演（14:00開場）　　
◆音楽監督・指揮／中井章徳
◆振付・舞踊／藤間蘭黄　　◆司会／羽原　順司
◆内　容／【オープニング】邦楽合奏　吉崎克彦作曲「戯曲」ほか
　　　　　【第1部】オーケストラと日本舞踊の融合第２弾「JUNAN」
　　　　　　　　  G．ホルスト作曲　組曲『惑星』から「火星」「天王星」
　　　　　　　　  M．ファリャ作曲　バレエ音楽『恋は魔術師』より　「火祭りの踊り」
　　　　　           G．ビゼー作曲　歌劇《カルメン》　第３幕への間奏曲
　　　　　【第2部】出雲に歌い継がれる器楽と声楽の祭典
　　　  　　　　　鈴木輝昭作曲　頌歌　天地のるつぼ　‐出雲讃歌‐
◆入場料（全席自由・税込）／一般2,000円、学生800円、ペア3,000円（前売のみ）
　※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。［3/10（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：64192≫ほか
◆おたずね・託児の申し込み／出雲交流会館　☎ 21-7580

出雲市民会館

館蔵品展
◆と　き／３月５日（土）～27日（日）　
◆休館日／火曜休館　　
◆開館時間／ 9：00～17：00
◆入館料／一般510円
　　　　　（20名以上の団体は410円）　
　　　　　※高校生以下無料　

掛軸の扱い方を基礎からわかりやすく解説します。
掛軸の掛け方やしまい方の実習もあります。
◆と　き／２月14日（日）、21日（日）　10：00～12：00
◆ところ／平田本陣記念館茶室　　
◆講　師／担当学芸員　　◆参加費／ 310円（抹茶付）
◆定　員／各日10名（先着順）　　
◆要申込（２月３日（水）から電話で受付）

平田本陣記念館

出雲の社寺宝物展Ⅱ
出雲市内の社寺には、優れた文化財が伝えられています。シリーズ
2回目は、一畑薬師、馬木不動尊光明寺、大念寺に伝わる貴重な
宝物を紹介し、郷土の歴史や文化を考察します。あわせて塩冶
神社元神主家・秦家の史料も展示します。
◆と　き／２月28日（日）まで
◆開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）
◆休館日／月曜日（祝日の場合開館）
◆観覧料／一般620円（20名以上の団体は520円）　
               高校生以下無料
◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

出雲文化伝承館

掛軸教室

◆おたずね・申込み／平田本陣記念館　☎ 62-5090


