
スサノオホール

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。～
えん

2016.2.192016.2.19 広報いずも 16広報いずも17

◆と　き／ 3月21日（月・休）　15:00開演（14:00開場）　　
◆音楽監督・指揮／中井章徳
◆振付・立方／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

ノリタケ110年のあゆみ　―オールドノリタケと近代窯業の礎―　
明治9年に、ニューヨークで日本の陶磁器を販売して成功をおさめ、わが国初めて
のディナーセットを製造した、ノリタケの華麗な輸出陶磁器の世界を紹介します。
◆と　き／3月26日（土）～ 5月15日（日）
　　　　　開館時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◆休館日／月曜日（ただし、５月２日は開館）
◆入館料／一般700円（20名以上の団体は600円）　高校生以下無料

地域で活動する音楽家や愛好家等の発表の
場として、年6回ロビーコンサートを行って
います。通常、奇数月の第４水曜日に行って
いますが、今回は第5水曜日（春休み期間）に
行います。
◆と　き／ 3月30日（水）12：20～12：50
◆出演者／
　第14回いずも音楽コンクール　　　　
　最優秀賞受賞者
　〈ピアノの部〉　　   石田　未来
　〈中学校歌唱の部〉   伊藤　美心
　〈小学校歌唱の部〉   杉森　さくら
　〈弦楽器の部〉　　   木梚　野々花
                              （ヴァイオリン）
◆入場料／無料
◆おたずね・出演の申し込み／
　出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会
　館内）　☎ 21-6371

洋画の館蔵品展　―郷土ゆかりの作家たち―　
館蔵品を中心とした、郷土ゆかりの洋画家を紹介
する展覧会です。中央画壇で活躍した優れた芸術
家をはじめ、郷土作家の個性豊かな作品をご覧く
ださい。
◆と　き／3月5日（土）～27日（日）
◆開館時間／9：00～17：00　　
◆休館日／火曜日
◆入館料／一般500円（20名以上
　　　　　の団体は400円）
　　　　　高校生以下無料
◆おたずね／平田本陣記念館　
                  ☎ 62-5090

出雲文化伝承館

第24回　早春の茶会
◆と　き／
　3月26日（土）三斎流（一席）、裏千家（二席）
        27日（日）不昧流不昧会（一席）、表千家（二席）
◆茶席券／前売券2,000円、当日券2,200円（三
　　　　　 席、展覧会「ノリタケ110年のあゆみ」
　　　　　 展観覧料含む）、一席券700円（観覧
　　　　　 料は含まない）

平田本陣記念館

色絵金盛薔薇風景文蓋付飾壷

飯田弥生「水色の坐像」第9回日展岡田賞　1953年

早春の茶会

◆おたずね／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

音楽劇　おおかみとこやぎ
みんなで楽しむお芝居と遊びのひととき♪
留守番中のこやぎたちをだまして食べて
しまったおおかみ。家に戻った母やぎは、
おおかみのおなかからこやぎたちを助け出し、代わりに
石を詰めて井戸に沈めようとします。悪いおおかみは、死
んでしまえばいいのでしょうか？音楽劇を通して、多様
な価値観の現代を生きる子どもたちに、シンプルに問い
かけます。

〔原作：グリム童話　脚本：景山さと子　演出：坂井陽介〕
◆と　き／３月13日（日）
　　　　　11：00開演～ 12：00終演予定（10：30開場）
◆出　演／劇団Yプロジェクト
◆入場料（全席自由・税込）／小学生以上500円　
　　　　　　　　　　　　 ※就学前のお子様は無料
◆プレイガイド／
　吉田商店（☎84-0503）、山のさと（☎85-8988）
　鎌田商店（☎85-2403）、さだっ子劇場の会 会員
　ＮＰＯ法人スサノオの風
◆おたずね／ＮＰＯ法人スサノオの風　☎ 84-0833

出雲市役所 ロビーコンサート

【出願期間　3月11日（金）まで】
出雲芸術アカデミーでは、５月からの受講生を募集しています。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？たくさんのお申し込みをお待ちしています。
◆募集要項／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
　　　　　　化館に配置しています。出雲芸術アカデミーのホームページでも掲載しています。
◆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）
　              ※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

市役所ロビー

第71回
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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

※小学生は経験者が望ましい

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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