
第 23 回（平成 29 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。   

水森亜土展 ―アドちゃんのドキドキ・ワクワクの世界―

工藤重典＆リチャード・シーゲル
９月24日(日)　ビッグハート出雲　

◆フルートとチェンバロのコンサート

出雲フィルハーモニー交響楽団
創設20周年記念 第21回定期演奏会
７月17日（月・祝）

出雲市民会館

出雲Jr.フィル
プロムナードコンサートⅤ
11月12日（日)

大社文化プレイスうらら館

宝くじ まちの音楽会
「岩崎宏美 with 宗次郎」
11月10日(金)　出雲市民会館

落語会
平成30年２月11日(日・祝) 平田文化館

◆出　演／春風亭昇太　ほか

出雲文化伝承館で気軽に和文化に親しんでみませんか。

◆と　き／３月25日（土）～５月14日（日）

◆観覧料／一般700円（20名以上の団体は600円）　※高校生以下無料

ギャラリートーク　

〔要観覧料・申込不要〕

◆と　き／３月25日（土）11:00 ～

       　　 ４月２３日（日）11:30 ～（各40分程度）

◆講　師／戸津 正勝 氏

ギャラリートーク「舩木研兒の人と仕事」
〔要観覧料・申込不要〕
◆４月29日（土・祝）14：00 ～ 15：00　　 
　舩木伸児 氏（布志名舩木窯当主）×井上一 氏（出西窯陶工）

「バリ舞踊」鑑賞会
〔入場無料・申込不要〕

◆と　き／４月16日（日）10:30 ～（1時間程度）

◆出　演／嵐谷 洋子 氏

ワークショップ
「はぎれを使って袱紗（ふくさ）や小物入れを作っ
てみませんか」　山根 澄枝 氏

◆と　き／４月29日（土・祝）10:00 ～ 12:00

◆定　員／ 20名【要申込（電話・先着順）】

◆料　金／ 1,000円（材料代）

◆無料託児サービスがあります。［4月22日(土)までに要予約］

記念講演会〔入場無料〕

◆と　き／４月23日（日）　

①10:00 ～ 10:30「インドネシアでの生活を通して」　河内 幸男 氏

②10:30 ～ 11:20　

　 「海のシルクロードに花開いた民族服飾の世界」　戸津 正勝 氏

◆定　員／各80名【要申込（電話・先着順）】

第23回（平成29年度）出雲総合芸術文化祭 予定公演【ピックアップ】

おたずね／出雲市芸術文化振興財団（出雲交流会館）　☎ ２１－７５８０

おたずね／出雲芸術アカデミー事務局（出雲交流会館）　☎ ２１－６３７1

ビッグハート出雲 おたずね／☎ ２０－２８８８ スサノオホール 公演のおたずね／NPO法人スサノオの風 ☎８４―０８３３

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

チケット
好評

発売中

募集
申込締切

  4/30（日）

平成29年度こども和文化クラブ

～海のシルクロードに花開く～　インドネシア　染織の世界

【関連イベント】

多彩でキュートな亜土ちゃんの世界を、イラストレーションを中心に紹介します。

～７つのステージ12曲!!

素敵な音楽に出会える、特別な日曜日。～

受講者による鍵盤ハーモニカや合唱、オーケ
ストラの演奏を、ご家族でお楽しみください。

◆と　き／４月16日（日）13：30開場

　　　　  14：00開演（16：00終演予定）

          　 ※13：40 ～プレコンサート

平成２９年度
出雲メセナ協会
支援事業
出雲地域の芸術・文化の普及、向

上、発展に寄与する活動や事業を

対象に、団体および個人の方に助

成します。

◆出　演／

　　　　出雲芸術アカデミー音楽院

　　　　受講者（小学生～大人）

◆入場料（全席自由）／

　　　　小学生以上500円

　　　　（当日600円）

　　　　※就学前のお子様は無料

◆プレイガイド／

　　　　大社文化プレイスうらら館ほか

◆申込期限／５月31日（水）

◆事業の実施期日／

　８月１日（火）～ 12月31日（日）

◆と　き／４月８日（土）～５月14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

出雲芸術アカデミー音楽院
第12回ファミリーコンサート

松江市「布志名舩木窯」５代目 舩木研兒の作

品120点余りを集めた特別展です。浜田庄司

やバーナード・リーチら民芸運動の指導者に学

んだ幅広い作陶の世界をお楽しみください。

◆と　き／３月17日（金）～５月28日（日）

◆観覧料／高校生以上700円、小・中学生300円

おたずね・申込み／出雲メセナ協会事務局
（出雲交流会館）☎２１－７５８０

特別展　舩木研兒展

オペラシアターこんにゃく座
オペラ『森は生きている』

7月２日(日)　14：00開演

大社文化プレイスうらら館

万作の会　狂言公演

７月26日(水)　出雲市民会館

◆出 演／野村万作、野村萬斎 ほか

 

出雲伝統芸能
プロデュース公演2017

「日本舞踊の魅力＋(プラス)」

９月３日(日)　出雲市民会館　

◆出演／藤間蘭黄、花柳基 ほか

大社文化プレイスうらら館 おたずね／出雲芸術アカデミー事務局(出雲交流会館)　☎21－6371 

出雲文化伝承館 開館時間／9:00～17:00（入館は16:30まで） 休館日／月曜日（祝日および5月1日は開館）　おたずね・申込み／☎21－2460

出雲民藝館 開館時間／10:00～17:00（入館は16:30まで）　
休館日／月曜日（祝日の場合は翌日休館）　おたずね／☎22－6397

対　象

募集人数

開催期間

練習日（予定）

練習時間

参加費（月額）

講　師

箏（こと）教室

　

日本舞踊教室 茶道教室

５月～平成30年３月
（12月は休講）

9:00～10:30

いけばな教室

20名

５月～平成30年３月

第３土曜日

10:00～11:00

1,500円（花材代含む）

出雲市華道連盟（小原流） 

5月～平成30年３月（12月・１月は休講）
※見学日もあります。

2,500円（初回のみ道具代として別途3,000円程度必要）

出雲邦楽邦舞の会

満５歳～小学校６年生

三斎流

満５歳～６歳　10:00～
小学生　　　 10:30～（45分程度）

第２・４日曜日第1・3土曜日 第２・４土曜日

各10名

※内容は一部変更になる場合があります。
　ご了承ください。

「
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」

十二支絵皿　　

募集

小学校３～６年生
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