
第22 回（平成 28年度） 観て触れて　感じる楽しさ　～未来へ繋ごう！今輝いて～

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。

（公財）出雲市芸術文化振興財団のホームページ（http://izumo-zaidan.jp）も、あわせてご覧ください。   

第２７回出雲阿国歌舞伎
「松竹大歌舞伎」

ダヤン、出雲へ！ 池田あきこ原画展―タシルの街とフォーンの森―
池田あきこ氏が作りだした架空の国「わちふぃーるど」。
この不思議な世界で繰り広げられる、ねこのダヤンと愉
快な仲間たちの物語を、最新作を含む約100点の原画
で、魅力たっぷりにお届けします。

Ａ．やきもの教室 （計２回の教室です）
お皿やコップを作ってみよう！形づくり、絵付けの２回で完成です。
◆対　象／①小学３～６年生  ②小学１・２年生とその保護者
◆と　き／形づくり：７月２８日（木） ①  ９：３０～１１：３０
 ②１３：００～１５：００
　　　　　絵 付 け：８月２３日（火） ①  ９：３０～１１：３０
 ②１３：００～１５：００
◆参加費／①１，０００円　②１人１，０００円
◆定　員／①２４名　②１２組

Ｂ．水彩画教室
絵の描き方を専門の先生に基礎から教えてもらおう！
◆対　象／①小学１・２年生　②小学３～６年生
◆と　き／７月２４日（日）①９：３０～１２：００　②９：３０～１５：００
◆参加費／①５００円　②７００円
◆定　員／４０名

Ｃ．和菓子作り・お抹茶体験教室
和菓子を作って、お抹茶の飲み方や作法を楽しく教えてもらおう！
◆対　象／小学生　◆と　き／７月３１日（日） ９：３０～１２：００
◆参加費／１，０００円　◆定　員／２５名

地元特産のしじみの貝殻を布やパワーストーンで
飾り、おしゃれなストラップをつくろう！

Ａ、Ｂ、Ｃとも、７月１日（金）～２０日（水）の間、電話で申し込んでください。定員になり次第、締め切ります。

Ｄ．尺八体験教室
Ｅ．日本舞踊体験教室
日常触れることの少ない尺八や日本舞踊に
チャレンジしてみよう！
◆対　象／小学生
◆と　き／７月26日（火）・27日（水）

両日とも１０：００～１２：００
◆参加費／５００円
◆定　員／各５名

F．とーんと昔お話会
出雲地方の民話やわらべうたを親子で楽し
んでみませんか！
◆対　象／４歳～小学生とその保護者
◆と　き／７月３１日（日）１３：３０～１５：００
◆参加費／無料
◆定　員／３０名

※Ｄ・Ｅはいずれか１つ体験できます。２日間の教室です。

「往復はがき」で申し込んでください。

◆と　き／１０月１６日（日）
 【昼の部】13：00開演（12：30開場）
 【夜の部】17：30開演（17：00開場）
◆出　演／市川猿之助ほか
◆演　目／獨道中五十三驛　
◆入場料（全席指定）／
　S席６，５００円
　A席５，０００円
　B席２，０００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。［９／２９（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６２１８２〉 ほか

Ａ．親子しじみストラップづくり教室
◆対　象／小学生とその保護者
◆と　き／７月２４日（日）　１０：００～１２：００　◆参加費／１人１，０0０円　◆定　員／２０組（先着順）

　　　　Ｂ．親子カレー皿絵付け教室
◆対　象／小学生とその保護者
◆と　き／８月４日（木）１２：３０～１６：３０　◆参加費／１人１，０0０円　◆定　員／２０名（先着順）

　　　　Ｃ．書道教室  暑い夏、心を静めて書に親しもう！
◆対　象／小学生　◆と　き／８月１０日（水）　１０：００～１２：００
◆参加費／ 500円　◆定　員／ 20名（先着順）

出雲市役所 ロビーコンサート
地域で活動する音楽家や愛好家等の発表の場として、隔月の第4水曜日にロビーコンサートを行なっています。
◆と　き／７月２７日（水）１２：２０～１２：５０
◆出演者／桑原知穂（ソプラノ）、高橋美穂（ヴァイオリン）、錦織知夏（フルート）、木村恵理（ファゴット）

プロの陶芸家が作ったカレー皿に自分好みの絵
付けをし、世界にひとつの皿を完成させよう！

◆往復はがきの書き方
　　〈往信の表面〉〒693-0054  出雲市浜町520  出雲文化伝承館　夏休みこども教室係
　　〈往信の裏面〉・参加希望教室名（Ａ.やきもの教室、Ｂ.水彩画教室は、①、②のいずれかを明記）
　　　　　　　　・参加人数　・参加者氏名　・住所、郵便番号　・連絡先電話番号　・学校名、学年
　　〈返信の表面〉・申込者の郵便番号、住所、氏名
◆締切／７月１０日（日）必着
◆結果連絡／返信用はがきでお知らせします。※応募者多数の場合は、抽選となります。
　　　　　　※各教室とも初参加の方を優先します。

出雲市民会館 公演についてのおたずね・託児の申込み／出雲交流会館 ☎２１－７５８０（平日9:00～17:00）

出雲文化伝承館 おたずね／☎２１－２４６０

平田本陣記念館 おたずね・申込み／☎62－5090

市役所ロビー おたずね・出演の申込み／出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）☎ 21-6371

7/16（土）
チケット
発売開始

家入レオ
５th  LIVE  Tour 2016
◆と　き／１０月２２日（土）
               １８：００開演（１７：３０開場）
◆入場料（全席指定）／
　５,９００円（４歳以上は、チケットが必要です。）
※３歳以下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。［１０／６（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６２１８３〉
チケットぴあ
〈Ｐコード２９８－２６６〉
ほか

◆と　き／７月２日（土）～１０月１６日（日）
◆入館料／一般６００円（２０名以上の団体は５００円）

高校生以下無料

7/30（土）
チケット
発売開始

市川猿之助

「郵便の仕分け」2015年

家入レオ

～夏休みこども教室～ ※用意するものは、電話でおたずねください。

第73回

平田本陣記念館 開館時間／9:00～17:00　休館日／火曜日　おたずね ☎６２－５０９０

関連イベント※要入館料

池田あきこ氏
ギャラリートーク＆サイン会

◆と　き／７月９日（土） トーク１４：００～
 サイン会１４：３０～

　７月１０日（日） トーク１１：００～
 サイン会１１：３０～

◆ところ／展示館
◆対　象／サイン会は、
当日、書籍または税込
３，２４０円以上のグッズ
ご購入の方、先着１００名
に、１人１枚限りで整理
券を配付します。グッズ
によっては、サインが入
らないものもあります。

ねこのダヤン
サイン会＆握手＆撮影会

◆と　き／
［サイン会］７月２日（土）１１：００～
［握手＆撮影会］
７月２日（土）14：00～
７月９日（土）13：30～、15：00～
◆ところ／展示館
◆対　象／サイン会は、
当日、書籍およびグッ
ズをご購入の方、先着
30名に色紙を配付し
ます。握 手＆撮 影 会
は、開始前に展示館に
お越しください。

ひとりたびごじゅうさんつぎ

広報いずも2016.6.20 16



第22 回（平成 28年度） 観て触れて　感じる楽しさ　～未来へ繋ごう！今輝いて～

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。

（公財）出雲市芸術文化振興財団のホームページ（http://izumo-zaidan.jp）も、あわせてご覧ください。   

第２７回出雲阿国歌舞伎
「松竹大歌舞伎」

ダヤン、出雲へ！ 池田あきこ原画展―タシルの街とフォーンの森―
池田あきこ氏が作りだした架空の国「わちふぃーるど」。
この不思議な世界で繰り広げられる、ねこのダヤンと愉
快な仲間たちの物語を、最新作を含む約100点の原画
で、魅力たっぷりにお届けします。

Ａ．やきもの教室 （計２回の教室です）
お皿やコップを作ってみよう！形づくり、絵付けの２回で完成です。
◆対　象／①小学３～６年生  ②小学１・２年生とその保護者
◆と　き／形づくり：７月２８日（木） ①  ９：３０～１１：３０
 ②１３：００～１５：００
　　　　　絵 付 け：８月２３日（火） ①  ９：３０～１１：３０
 ②１３：００～１５：００
◆参加費／①１，０００円　②１人１，０００円
◆定　員／①２４名　②１２組

Ｂ．水彩画教室
絵の描き方を専門の先生に基礎から教えてもらおう！
◆対　象／①小学１・２年生　②小学３～６年生
◆と　き／７月２４日（日）①９：３０～１２：００　②９：３０～１５：００
◆参加費／①５００円　②７００円
◆定　員／４０名

Ｃ．和菓子作り・お抹茶体験教室
和菓子を作って、お抹茶の飲み方や作法を楽しく教えてもらおう！
◆対　象／小学生　◆と　き／７月３１日（日） ９：３０～１２：００
◆参加費／１，０００円　◆定　員／２５名

地元特産のしじみの貝殻を布やパワーストーンで
飾り、おしゃれなストラップをつくろう！

Ａ、Ｂ、Ｃとも、７月１日（金）～２０日（水）の間、電話で申し込んでください。定員になり次第、締め切ります。

Ｄ．尺八体験教室
Ｅ．日本舞踊体験教室
日常触れることの少ない尺八や日本舞踊に
チャレンジしてみよう！
◆対　象／小学生
◆と　き／７月26日（火）・27日（水）

両日とも１０：００～１２：００
◆参加費／５００円
◆定　員／各５名

F．とーんと昔お話会
出雲地方の民話やわらべうたを親子で楽し
んでみませんか！
◆対　象／４歳～小学生とその保護者
◆と　き／７月３１日（日）１３：３０～１５：００
◆参加費／無料
◆定　員／３０名

※Ｄ・Ｅはいずれか１つ体験できます。２日間の教室です。

「往復はがき」で申し込んでください。

◆と　き／１０月１６日（日）
 【昼の部】13：00開演（12：30開場）
 【夜の部】17：30開演（17：00開場）
◆出　演／市川猿之助ほか
◆演　目／獨道中五十三驛　
◆入場料（全席指定）／
　S席６，５００円
　A席５，０００円
　B席２，０００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。［９／２９（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６２１８２〉 ほか

Ａ．親子しじみストラップづくり教室
◆対　象／小学生とその保護者
◆と　き／７月２４日（日）　１０：００～１２：００　◆参加費／１人１，０0０円　◆定　員／２０組（先着順）

　　　　Ｂ．親子カレー皿絵付け教室
◆対　象／小学生とその保護者
◆と　き／８月４日（木）１２：３０～１６：３０　◆参加費／１人１，０0０円　◆定　員／２０名（先着順）

　　　　Ｃ．書道教室  暑い夏、心を静めて書に親しもう！
◆対　象／小学生　◆と　き／８月１０日（水）　１０：００～１２：００
◆参加費／ 500円　◆定　員／ 20名（先着順）

出雲市役所 ロビーコンサート
地域で活動する音楽家や愛好家等の発表の場として、隔月の第4水曜日にロビーコンサートを行なっています。
◆と　き／７月２７日（水）１２：２０～１２：５０
◆出演者／桑原知穂（ソプラノ）、高橋美穂（ヴァイオリン）、錦織知夏（フルート）、木村恵理（ファゴット）

プロの陶芸家が作ったカレー皿に自分好みの絵
付けをし、世界にひとつの皿を完成させよう！

◆往復はがきの書き方
　　〈往信の表面〉〒693-0054  出雲市浜町520  出雲文化伝承館　夏休みこども教室係
　　〈往信の裏面〉・参加希望教室名（Ａ.やきもの教室、Ｂ.水彩画教室は、①、②のいずれかを明記）
　　　　　　　　・参加人数　・参加者氏名　・住所、郵便番号　・連絡先電話番号　・学校名、学年
　　〈返信の表面〉・申込者の郵便番号、住所、氏名
◆締切／７月１０日（日）必着
◆結果連絡／返信用はがきでお知らせします。※応募者多数の場合は、抽選となります。
　　　　　　※各教室とも初参加の方を優先します。

出雲市民会館 公演についてのおたずね・託児の申込み／出雲交流会館 ☎２１－７５８０（平日9:00～17:00）

出雲文化伝承館 おたずね／☎２１－２４６０

平田本陣記念館 おたずね・申込み／☎62－5090

市役所ロビー おたずね・出演の申込み／出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館内）☎ 21-6371

7/16（土）
チケット
発売開始

家入レオ
５th  LIVE  Tour 2016
◆と　き／１０月２２日（土）
               １８：００開演（１７：３０開場）
◆入場料（全席指定）／
　５,９００円（４歳以上は、チケットが必要です。）
※３歳以下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。［１０／６（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６２１８３〉
チケットぴあ
〈Ｐコード２９８－２６６〉
ほか

◆と　き／７月２日（土）～１０月１６日（日）
◆入館料／一般６００円（２０名以上の団体は５００円）

高校生以下無料

7/30（土）
チケット
発売開始

市川猿之助

「郵便の仕分け」2015年

家入レオ

～夏休みこども教室～ ※用意するものは、電話でおたずねください。

第73回

平田本陣記念館 開館時間／9:00～17:00　休館日／火曜日　おたずね ☎６２－５０９０

関連イベント※要入館料

池田あきこ氏
ギャラリートーク＆サイン会

◆と　き／７月９日（土） トーク１４：００～
 サイン会１４：３０～

　７月１０日（日） トーク１１：００～
 サイン会１１：３０～

◆ところ／展示館
◆対　象／サイン会は、
当日、書籍または税込
３，２４０円以上のグッズ
ご購入の方、先着１００名
に、１人１枚限りで整理
券を配付します。グッズ
によっては、サインが入
らないものもあります。

ねこのダヤン
サイン会＆握手＆撮影会

◆と　き／
［サイン会］７月２日（土）１１：００～
［握手＆撮影会］
７月２日（土）14：00～
７月９日（土）13：30～、15：00～
◆ところ／展示館
◆対　象／サイン会は、
当日、書籍およびグッ
ズをご購入の方、先着
30名に色紙を配付し
ます。握 手＆撮 影 会
は、開始前に展示館に
お越しください。

ひとりたびごじゅうさんつぎ

広報いずも 2016.6.2017


