
平成28年度
受講者
募集中!出雲市生涯学習講座

通訳可能。「講座の申込方法」に沿ってお申込みください。　　
親子で参加可能。お子さまも大人と同様にお申込みください。(小学生未満のお子さまについてはお問い合わせください。)

学びは
豊かな人生の第一歩！
あなたの好奇心を
応援します★

応募方法 ： 電話、FAX、電子メール、市ホームページのいずれか。※電子メールの件名は「出雲市生涯学習講座申込」と
してください。　※FAX、メールでお申込みの方で受付完了の連絡（電話またはメール）が1週間経って
もない場合、電話でおたずねください。

必要事項 ： 1．講座名　2．氏名（ふりがな）　3．郵便番号　4．住所　5．電話番号（お持ちの方は携帯番号も）　6．年齢
 7．通訳の希望（無料。※ 　 マークの講座のみ。言語はお問い合わせください。都合で対応ができない場合もあります。）

応募締切 ： 9月15日（木）
※応募多数の場合は抽選。定員に達しない場合は締切を延長し、先着順での受付け。

決定通知 ： 締切後1週間以内に郵送します。　
そ の 他 ： 応募が5名に満たない場合は講座を中止する場合があります。

生涯学習講座の申込み・おたずね/市民活動支援課
☎ 21-6528 　FAX 21-6299
メール：gakushu@city.izumo.shimane.jp
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佐田地域の木質バイオマス活用の事業地等を巡るツ
アーです。テーマは古くて新しい「木」の恵み。バス
は立久恵峡を経由し、まずは須佐神社を参拝、樹齢
1300年のご神木「大杉さん」のお話を聞きます。「木
質チップボイラー」（ゆかり館）を見学し、昼食の後、
昔懐かしい五右衛門風呂（古民家「一縁荘」）で風呂焚
き体験を行います。最後に訪れる木材チップ工場では、
木が余すところなく使われる様子をご覧いただけます。

出雲市には神話や神様にゆかりの場所がたくさんありま
す。知らない場所はもちろん、有名なところも、何度も
訪れたことがある場所も、詳しく知れば知るほど、魅力
は何倍にも増していきます。出雲ならではのツアーに是
非ご参加ください。
※バス駐車スペースのない場所については、降車後、徒歩で現地
まで移動します。動きやすい服装でご参加ください。

【開催日時】10月1日（土） 11:00 ～ 16:30
【定員】30名　
【受講料】900 円※別途昼食代として 1,000 円が必要です。
【集合場所】市役所西側 第 2駐車場
【コース】須佐神社、一縁荘、ゆかり館、須佐チップ工業㈲

新エネ新エネ 出雲の恵み 新エネバスツアー
～佐田の木の恵み～

【開催日時】11月9日（水） 13:00 ～ 17:30　
【定員】30名　【受講料】600 円
【講師】長浜神社 宮司　秦 和憲 氏
【集合場所】市役所西側 第 2駐車場
【コース】岩坪（神西／スセリヒメゆかりの地）、長浜神社（長浜／くにびき神話）、因佐神社（大社／国譲り神話）

日御碕神社（日御碕／アマテラスオオミカミ、スサノヲノミコト）、隠ヶ丘（日御碕／スサノヲノミコトゆかりの地）

出雲國 出雲神話バスツアー
～出雲に残る 神話の舞台～

通

出雲総合芸術文化祭（市民参加部門）の作品募集
申込み先：申　問い合わせ先：問　申込み締切：〆

詳細については、各部門の申込み先または問い合わせ先に直接おたずねください。

部門 催物名・開催日・会場 出品規格等 申込方法

書　道

出雲市美術展［書道］
10月28日（金）～30日（日）
ビッグハート出雲
アートギャラリー

対象：市在住または在勤者
作品規格：仕上がり寸法ヨコ90cm以内（タテ
については、概ね180cm以内）の書造形作品
点数：1人1点
その他：額装または軸装した未発表作品に限る。
アクリル可、ガラス使用は認めない。刻字は別。
●搬入／10月27日（木）13:00～14:00
●搬出／10月30日（日）16:00～17:00

所定の出品連絡票に記入のうえ、郵送ま
たはFAXで杉原恒心さんへ。出品料1,000
円は搬入時に。
申〒693-0001 今市町1225 
　☎/FAX 22-1621
〆10月6日（木）

パッチ
ワーク

パッチワーク・キルト展
10月28日（金）～30日（日）
出雲文化伝承館
縁結び交流館

教室に所属せず、オリジナル作品に限る。
●搬入／10月27日（木）10:00～17:00
●搬出／10月30日（日）16:00～17:00

はがきに、住所・氏名・電話番号・作品のタ
イトル・作品のサイズ・簡単なコメントを明
記のうえ、田中比都美さんへ。出品料1点
につき1,000円は搬入時に。
申〒693-0035 芦渡町1908 ☎24-0874
〆10月25日（火）

俳　句

第60回記念出雲市俳句大会
11月３日（木・祝）
ビッグハート出雲
白のホール

①事前募集句：雑詠３句
②大会当日句：当季（秋・冬）雑詠3句
その他：未発表作品に限る。

①事前募集句
　 投句料1,000円（現金または小為替、切

手不可）を添えて、所定の用紙に句・住所・
氏名を明記のうえ、郵送で岡淑子さんへ。

　申〒693-0058　矢野町203
　〆９月９日（金）
②大会当日句
　 大会当日、出句と投句料1,000円を受

付へ。受付時間　10:00～11:00
問稲根克也さん　☎ 090-8247-7866

短　歌

第66回出雲短歌大会
11月３日（木･祝）
出雲市民会館
301会議室

点数：1人1首
その他：自作未発表作品に限る。

住所･氏名･電話番号を明記のうえ、出詠
料1,000円（切手不可）を添えて、石富洋
子さんへ。
申〒693-0044 荒茅町672 ☎28-2390
〆９月15日（木）

写　真

出雲市美術展［写真］
11月4日（金）～6日（日）
ＪＡしまねラピタ本店
３階 展示場

対象：出雲地区の方
サイズ：四ツ切、ワイド四ツ切、A4
点数：1人3点まで（カラー ･モノクロ）
その他：単写真で未発表作品に限る。額装は
ガラスを外す。撮影された作品は、本人また
は管理者に了解を得て出品する。（カメラのキ
タムラ出雲東店・出雲店に、募集要領あり。）
●搬入／10月23日（日）13:00～17:00
●搬出／11月６日（日）17:00～19:00

事前申込み不要。搬入日の受付時間内に、
ラピタ本店３階へ持ち込む。出品料1点に
つき1,000円は搬入時に。
問山根功さん　☎ 24-0552

洋　画

出雲市美術展［洋画］
11月11日（金）～13日（日）
出雲文化伝承館
縁結び交流館

サイズ：油彩は6号～100号、水彩は四ツ切
以上、版画は特に制限なし
●搬入／11月11日（金）9:00～10:00
●搬出／11月13日（日）16:00～17:00

㈲米原画材店頭にある所定の申込用紙に
記入のうえ、出品料1,000円を添えて㈲米
原画材へ。
申〒693-0001 今市町716 ☎21-0766
〆10月17日（月）

川　柳
第38回出雲市川柳大会
11月13日（日）
パルメイト出雲
パルメイトホール

兼題：｢感謝」「帰る」「鍋」「約束」「告げる」「豆
腐」（各題2句出句）

投句料1,000円（現金または小為替、切手
不可）を添えて、柳楽たえこさんへ。
申〒693-0013 荻杼町363 ☎22-6023
〆10月31日（月）

漢　詩

出雲漢詩大会
11月19日（土）･20日（日）
出雲中央図書館

詩題は自由。自作の漢詩（七言絶句のみ）
1人2詩まで

投稿料1詩につき1,000円を添えて、漢詩と
読下し文を記入し、郵送で田高一成さんへ。
申〒693-0062 中野町697-18
　☎/FAX 21-8541
〆９月15日（木）

日本画

出雲市美術展［日本画］
12月２日（金）～４日（日）
出雲文化伝承館
縁結び交流館

①公募部門
点数：1人3点まで／サイズ：6号～20号
その他：未発表で額装されたもの

②審査対象外作品
点 数：1人1点 ／サイズ：Ｆ50、Ｍ80、Ｐ
60、Ｍ60は、タテのみ。30号～50号は、
タテ・ヨコ自由
その他：公募展発表済みの作品も可、額装
されたもの

●搬入／12月１日（木）13:00～14:00
●搬出／12月４日（日）16:30～17:00

所定の申込用紙に記入のうえ、郵送また
はFAXで、清水誠子さん（事務局）へ。出
品料1,000円は、搬入時に。審査対象外
作品は無料。
申〒693-0051 小山町703-1
　☎/FAX 25-0921
〆11月20日（日）
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対 象 団 体

◦10人以上の市民で構成された市内で活動する団体（複数の市民を含むこと）
◦法人は除く（ただし、ＮＰＯ法人は対象）
◦市内に事務所を有すること
◦宗教的、政治的、反社会的な活動を目的としないこと

対 象 事 業
計画段階から地域住民の参画を得て実施される、まちづくりの推進を図る活
動、環境の保全を図る活動、子どもの健全育成など18分野の公益的な活動に
係る事業

対 象 経 費
◦講師謝金や講師等の交通費等の旅費
◦プログラム、ポスター等の用紙代などの消耗品費
◦その他事業を実施するために必要な経費

補 助 金 額 上限50万円（10万円単位）

事業提案の条件 提案事業に関係する市役所の課（室）と事業内容を事前協議し、お互いに合意
したうえで市民団体が提案してください。

支援団体の決定方法 団体から提案内容のプレゼンテーションを受け、審査会において決定します。

市民団体（NPO法人を含む）等が、市役所と協働して地域課題の解決や地域活性化をめざす事業を支援します。市役所と
一緒になって活動する新たな取組の提案をお待ちしています。

市民協働事業支援補助金　事業提案募集中

※詳しい内容は、市ホーム
ページにも掲載していま
す。

※関心のある団体、提案を
検討される団体は、まず
は市民活動支援課へご相
談ください。

募集締切

9月30日（金）
申込み・おたずね

市民活動支援課
☎ 21－6952
FAX 21－6299
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