
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。   

アカデミー体験講座2016夏

第１５回いずも音楽コンクール
第14回サウンドフェスタ
大心路

音楽・日本文化の体験講座を行います。見て触れ
て演奏して、その楽しさを体感してみませんか!?
◆参加料／無料

多くの児童、生徒の皆さんの参加をお待ちしております。

第２５回「出雲ドーム2000人の吹奏楽」
～出雲から広がれ!！２000の“絆”～
◆と　　き／９月１０日（土） １６：４５開演（16：００開場）
◆出場団体／３０団体
　【保育園】あすなろ保育園、あすなろ第２保育園
　【小学校】大津小、神戸川小、長浜小、四絡小、高浜小、荒木小
　【中学校】出雲一中、出雲二中、出雲三中、河南中、浜山中、南中、平田中、
　　　　　向陽中、湖陵中、斐川東中、斐川西中、大田一中
　【高等学校】出雲高、出雲商業高、出雲北陵高、出雲西高、平田高、大社高、
　　　　　　立正大学淞南高、松江西高、鳥取商業高
　【特別ゲスト】天理教校学園高等学校マーチングバンド部 Violet Ⅰmpulse（奈良県）
◆入場料（全席自由）／大人　２，０００円（当日２，２００円） 小学生～高校生　１，０００円（当日１，２００円）
◆プレイガイド／アツタ楽器、出雲ドーム、ラピタ本店、ゆめタウン出雲、イオンモール出雲、ゆめタウン斐川、　
　　　　　　　出雲市役所文化スポーツ課、島根県民会館総合インフォメーションチケットコーナー、
　　　　　　　ローソンチケット〈Lコード６２６６４〉
※出雲ドーム駐車場は、限りがあります。島根森紙業㈱発着のシャトルバスをご利用ください。

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

出雲ドーム 公演のおたずね／「出雲ドーム２０００人の吹奏楽」実行委員会事務局（文化スポーツ課内）☎２１－６５１４

◆と　　き／７月３０日（土）～９月１９日（月・祝）　　　　　
◆内　　容／平成２７年度日展で県内初の会員賞を受賞し、
　　　　　　「今後とも大いに期待される」と評された、出雲市在住の洋画家

北本雅己氏の１０年ぶりの近作展。
◆入館料／一般５００円（２０名以上の団体は４００円）※高校生以下無料

◆と　き／８月１４日（日）、２０日（土）、２８日（日）、９月４日（日）　
　　　　 各日１４：００から４０分程度（申込み不要、要観覧料）

出雲文化伝承館 開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）※初日は10：30開館
休館日／月曜日（ただし、祝日は開館） おたずね／☎２１－２４６０

◆と　き／１１月２６日（土）・２７日（日） ９：0０～１７：００（予定）
◆開催部門／歌唱の部（独・重唱）、弦楽器の部（独奏）、
　　　　　　ピアノの部（独奏・連弾）
◆参加資格／県内の小中学生（弦楽器の部は幼児も参加可）
◆参加料／独唱・独奏　１人１，０００円、重唱・連弾　１人５００円
◆申込期限／１０月14日（金）必着

第１５回いずも新春コンサート
◆と　き／平成２９年１月８日（日） １４：００～１６：００（予定）
◆出演資格／出雲地域在住者または出身者で、音楽芸術を
　　　　　　専門に学んだまたは学んでいる満２０歳以上の方
◆種　目／洋楽・邦楽の中から声楽・器楽のソロ
　　　　　または重唱・奏（五重唱・奏まで）
◆参加料／２０,０００円（重唱・奏は１人10,000円）
　※参加料分のチケットをお渡しします。
◆申込期限／９月１８日（日）必着

◆と　き／８月２８日（日）
　１３：００開演（１２：３０開場）
◆入場料（全席自由）／
　５００円（当日７００円）
　※小学生以下無料
◆プレイガイド／
　ビッグハート出雲ほか

体験講座【弦楽器】

「クアトロ」
2015年

日展会員賞

体験講座【日本舞踊】

ビッグハート出雲 おたずね・申込み／各実行委員会事務局（出雲交流会館内）☎ ２１－７５８０ ビッグハート出雲
サウンドフェスタ実行委員会事務局
（ライブハウス＆スタジオ アポロ内）☎２３－１５３１

参加者
募集

出演者
募集

参加者
募集

公演のおたずね／

北本雅己氏 ギャラリートーク

平野勲記念館 おたずね／漫画コンクール担当 中村☎０９０－４８０８－６８４４

市民団体主催 ８月の催し
催事名

第４０回記念
大社町民音楽祭

８月２８日（日）
開演１３：００（開場１２：３０） 大社文化プレイスうらら館 ５００円

（大社町音楽協会会員は無料）

と　き ところ 料　金

チケット
好評
発売中

第９回平野勲漫画コンクール 作品募集
◆作品／漫画・イラスト
◆テーマ／祭りまたは自由（タイトルが必要）
◆部門／【子ども部門】小学生以下 【中
学生部門】中学生 【一般部門】高校生
以上 【シルバー部門】７０歳以上

◆コマ数／１コマまたは４コマ
◆用紙・紙質／自由（下地は白）　

◆色彩／白黒・カラー不問　
◆応募点数／１人１点 、未発表に限る。
模倣（まねた）作品は不可です。※応
募無料。作品は返却しません。

◆募集期間／8月10日（水）～9月10日（土）
◆送付先／平野勲記念館

〒６９３－００１１ 大津町１７９７

◆とき／10月9日（日）10：00～10：30
　※9：45～ 第６回平野勲まんが祭りを開催
◆ところ／西光寺（大津コミュニティセ
ンター西隣）

◆とき／10月9日（日）～11月28日（月）
◆開館日／土・日・月曜日 １０：００～17：00
◆入館料／中学生以上２００円

日展会員賞受賞記念 北本雅己 展
まさ き

表彰式 応募作品展示

※このほか、合唱コース・オーケストラコース（小学生～高校生）の見学は、随時受付中です。

とき（8月） 体験講座 対象・内容

20日（土）
13:15

～

15:15
日本舞踊

対象：小学生
舞踊を通して日本の文化を感じ
てみよう！（浴衣を着ます♪）

21日（日）
10:00

～

11:30
弦楽器

対象：小学生
ヴァイオリンやチェロに触れて
みよう！

27日（土）
13:15

～

15:15
箏

対象：小学生
日本の伝統楽器「箏」に触れてみ
よう！

28日（日）
10:00

～

11:00
リトミック

対象：�3～6歳児とその保護者�
幼児教育に携わる指導者

体で音楽を感じ、豊かな情操を
養います。（リズム・歌・音楽に
合わせての行進ほか）
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※このほか、合唱コース・オーケストラコース（小学生～高校生）の見学は、随時受付中です。

広報いずも 2016.7.2017


