
平田本陣記念館 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。

出雲芸術アカデミー音楽院
第11回ファミリーコンサート　―春がきた ～ 新たなスタート―

2016.3.182016.3.18 広報いずも 14広報いずも15

出雲芸術アカデミー音楽院で、音楽を学び愛する小学生から大人が出演するコンサートです。鍵盤ハー
モニカや合唱、オーケストラの生の演奏を、ぜひご家族でお楽しみください。
◆と　き／ 4月24日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
◆出　演／出雲芸術アカデミー音楽院受講者
　　　　　（本科：リトミックコース・合唱コース・オーケストラコース、別科：合唱コース）
◆入場料（全席自由、税込）／小学生以上500円（当日600円）
　　　　　　　　　　　　 ※就学前のお子様は無料でご入場できます。
◆プレイガイド／大社文化プレイスうらら館、出雲市民会館、ビッグハート出雲、
                       平田文化館、スサノオホール、アツタ楽器
  　　　　　　　 ※プレイガイドがお近くにない方は、お電話ください。
◆おたずね／出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）
　              ☎ 21-6371（月曜日除く9：00～17：00）

小林敏也さんは、画本と書いて『えほん』と読む「宮澤賢治シリ
ーズ」を手がける作家で、小学校の教科書の挿絵にも採用され
ています。心象風景を細部まで見事に表現された作品を、約
160点展示します。
◆と　き／４月２日（土）～５月15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　
関連事業　小林敏也講演会「賢治画本とわたし」
◆と　き／４月2日（土）　14:00～15:00
◆料　金／要入館料　◆定員／ 40名　
◆要申込み（電話・先着順）
◆サイン会（当日、画本等購入の方に整理券配付）
◆おたずね・申込み／平田本陣記念館　☎ 62-5090

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―　

関連事業
ギャラリートーク

セミナー

ワークショップ「マグカップに切り絵！？（ポーセラーツ）」

明治初めに、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（月）は開館）　　　　　　
◆観覧料／一般700円（20名以上の団体は600円） 　高校生以下無料

◆と　き／3月26日（土）　11:00、13:00、14:00、15:00     3月27日（日）　10:00、11:00、13:00、14:00
　　　　　 4月1日（金）～3日（日）　10:00、11:00、13:00    4月17日（日）　11:00　    （30～40分程度）
◆講　師／ノリタケミュージアムスタッフ  　◆料　金／要観覧料　　◆申込み不要

①「ティータイムを楽しむための紅茶と洋食器の話」
　◆と　き／4月1日（金）～3日（日）　14：00～15：00　　◆ところ／出雲屋敷　　◆定　員／各40名
②「ノリタケの歴史と洋食器文化」
　◆と　き／4月17日（日）　13：30～15：00　　◆ところ／文化工房　　◆定　員／ 50名
①②共通　◆講　師／安藤忠治氏（ノリタケミュージアム）　　◆料　金／参加無料
　　　　　◆要申込み（電話・先着順）

◆と　き／4月2日（土）、3日（日）　10：00～11：30　文化工房
◆内　容／カッティングシート状の転写紙を使ってオリジナルマグカップをつくります。
◆講　師／中井宏美氏（ノリタケミュージアム）　　
◆対　象／小学生～大人（小学1～2年生は保護者の付き添い必要）
◆料　金／2,500円（作品返送料含む）　　◆定　員／各20名　　◆要申込み（電話・先着順）

出雲文化伝承館

出雲文化伝承館

色絵金盛薔薇風景文蓋付飾壷

◆おたずね・申込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

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及び
個人の方は、お申し込みください。
◆募集期間／
　4月1日（金）～5月31日（火）
◆事業の実施時期／
　８月1日（月）～12月31日（土）
◆おたずね・申込み／
　出雲メセナ協会事務局（出雲交流
　会館内）　☎ 21-7580

小林敏也画本展　―生誕120年　宮澤賢治の世界―

出雲文化伝承館　こども和文化クラブ生徒募集！

◆と　き／７月3日（日）
◆ところ／大社文化プレイスうらら館

茶道教室
◆募集人数／小学3～6年生10名
◆開催期間／5月～平成29年3月（12月は休講）
　　　　　　  計20～24回（予定）
◆練習日時／第2・4土曜日　9：00～10：30 
　　　　　　（変更になる場合があります）
◆参加費／1か月2,500円（別途、袱紗代等約3,000円
　　　　　が必要です）
◆講　師／不昧流不昧会講師
◆持ってくる物／白いソックス、筆記用具

いけばな教室
◆募集人数／小学３～６年生24名
◆開催期間／5月～平成29年３月  計11回（予定）
◆練習日時／第3土曜日　10：00～11：00
　　　　　  （変更になる場合があります）
◆参加費／１か月1,500円（花材代を含む） 
◆講　師／出雲華道連盟（池坊）講師
◆持ってくるもの／花ばさみ、筆記用具
※花ばさみのない方は、ご相談ください。

出雲文化伝承館では、平成28年度、2つの教室を開講します。気軽に和文化に親しんでみませんか。

◆と　き／ 7月18日（月・祝）
◆ところ／出雲市民会館　　

◆と　き／ 11月13日（日）
◆ところ／大社文化プレイスうらら館

◆おたずね／出雲市芸術文化振興財団（出雲交流会館）　　☎ 21-7580
　　　　　　※内容は一部変更になる場合があります。ご了承ください。

◆おたずね／出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）　☎ 21-6371（月曜日除く9：00～17：00）

◆おたずね・申込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

人形劇団プーク
『ピンクのドラゴン』

出雲フィルハーモニー交響楽団
第20回記念定期演奏会

出雲Jr.フィル
プロムナードコンサートⅣ

◆と　き／10月16日（日）
◆ところ／
　出雲市民会館
◆出　演／
　市川猿之助 ほか

第27回出雲阿国歌舞伎
松竹大歌舞伎 ◆と　き／10月22日（土）

◆ところ／出雲市民会館

家入レオ5thワンマンTour 2016
第22回（平成28年度） 出雲総合芸術文化祭 予定公演【ピックアップ】

平成28年度
出雲メセナ協会支援事業の募集

募集

チケット
好評

発売中！

大社文化プレイスうらら館

え   ほん
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