
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。   

◆と　　き／９月９日（土）16：45開演（16：00開場）
◆出場団体／29団体
　【保育園】あすなろ保育園、あすなろ第２保育園
　【小学校】今市小、神戸川小、長浜小、四絡小、高浜小
　【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、斐川西中、伯太中
　【高等学校】出雲高、出雲商業高、平田高、大社高、出雲北陵高、出雲西高
　　　　　松江商業高、立正大学淞南高、松江西高、鳥取商業高
　【特別ゲスト】奈良学園大学マーチングバンド部（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６３０９８〉

～踏み出そう！夕日の聖地から新たな一歩～第26回「出雲ドーム2000人の吹奏楽」

おたずね・申込み／出雲芸術アカデミー事務局　
☎２１-６３７１（平日9:00～17:00）

アカデミー体験講座２０１７

出雲交流会館

夏休み期間中に音楽・日本文化講座を行います。この夏、見て・
触れて・演奏して、音楽の楽しさを体感してみませんか!? 
◆参加料／無料

おたずね／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

第１５回
サウンドフェスタ大心路

ビッグハート出雲

◆とき／９月３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

とき（8月） 内容 対象
19日（土）

13:15～14:15 小学生

27日（日）
10:00～11:00

27日（日）
10:30～11:30

花柳　基

作　品
募　集

参加者
募　集

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

出雲では鑑賞する機会が少ないプロフェッショナルな日本舞踊に
プラスして、市民参加による舞踊公演を行います。
◆とき／９月３日（日）13：30開演（13：00開場）
◆出演／藤間蘭黄、花柳　基、藤間蘭翔、西川沢妙、花柳萌淡ほか
◆司会・解説／葛西聖司　
◆入場料／〈指定席〉2,500円
　　　　　〈自由席〉一般2,000円、高校生以下1,000円
※就学前のお子様の入場はできません。 無料託児サービス有り。 [８月17日（木）までに要予約]

◆プレイガイド／出雲市民会館 ほか

出雲未来図活性化事業
プラス

出雲伝統芸能プロデュース公演2017 日本舞踊の魅力＋

出雲市民会館 おたずね・託児の申込み／出雲交流会館　☎２１-７５８０

歌手岩崎宏美とゲスト宗次郎（オカリナ奏者）による
コンサート。地元合唱団とのジョイントもあります。
◆と　き／11月10日（金）18：30開演（18：00開場）
◆出　演／岩崎宏美、宗次郎（オカリナ）、
　　　　　地元合唱団（女声合唱コール・ライラック、女声合唱団コーロ・ポプリ、高松ときわコーラス、
　　　　　女声合唱団マーガレット、混声合唱団まほろば、出雲市立第二中学校合唱部）
◆入場料（全席指定）／2,000円（当日2,500円） 
◆プレイガイド／出雲市民会館 ほか

「宝くじまちの音楽会」
岩崎宏美ｗｉｔｈ宗次郎
～心のふるさとを求めて～

出雲市民会館 おたずね・託児の申込み／出雲交流会館　☎２１-７５８０（土・日・祝を除く９:００～１７:００）

チケット
好評
発売中！

チケット
好評
発売中！

開館日／土・日・月曜日　１０：００～１７：００　おたずね／漫画コンクール担当：中村　☎０９０-４８０８-６８４４

第１０回平野勲漫画コンクール
平野勲記念館

◆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　

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

箏教室 日本舞踊教室 茶道教室
対　　象 幼稚園～小学６年生

無料 20０円（お茶・お菓子代）

第１土曜日
８/5、９/2、１０/７、１１/４
【１１：００～約２０分】

小学３～６年生

開催日時

参 加 料

第16回いずも音楽コンクール
ビッグハート出雲

多数の児童、生徒の皆さんの参加をお待ちしています。
◆と　　き／11月25日（土）・26日（日）
　　　　　　9：００～１７：００（予定）
◆参加資格／県内の小中学生（弦楽器の部は幼児の参加も可）
◆開催部門／歌唱の部（独唱・重唱）、弦楽器の部（独奏）、
　　　　　　ピアノの部（独奏・連弾）　
◆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１３日（金）必着

第16回いずも新春コンサート
◆と　　き／平成３０年１月７日（日）１４：００～１６：００
◆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7日（木）必着

◆と　き／１０月８日（日）
　　　　　１０：００～１０：３０
◆ところ／大津コミュニティセンター

◆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、オリジナル作品に限る。
◆募集期間／８月１０日（木）～９月１０日（日）　
◆送付先／平野勲記念館
　〒693-0011出雲市大津町１７９７

藤間蘭黄

岩崎宏美 宗次郎

※応募は無料です。また、作品は返却しません。

表
彰
式

◆と　き／１０月８日（日）～１１月２７日（月）
◆ところ／平野勲記念館
◆入館料／中学生以上２００円

応
募
作
品

展
　
　示

おたずね・申込み／☎２１-２４６０

郷土の洋画家展 ギャラリートーク・鑑賞会
出雲文化伝承館

北本雅己氏（出雲市洋画連盟 会長）ギャラリートーク
◆と　き／７月３０日（日）１４：００から４０分程度
Shimaneみるみるの会 対話型鑑賞会
◆と　き／８月６日（日）、１２日（土）、２０日（日）、
　　　　  ９月２日（土）  １１：００から４０分程度
◆申込み不要、要観覧料

出雲文化伝承館
こども和文化クラブ体験・見学会
出雲文化伝承館
こども和文化クラブ体験・見学会
各開催日の３日前までに、お電話でお申し込みください。

第２日曜日
８/13、９/10、１０/8、１１/１２
【10：3０～約２０分】

８/5（土）、９/9（土）
１０/14（土）、１１/4（土）
【9：００～約２０分】

チケット
8月26日（土）
発売開始！

出演者
募　集

参加者
募　集

参加者
募　集

※出雲ドーム駐車場は限りがあります。
　島根森紙業株式会社発着のシャトルバスをご利用ください。

※この他、合唱コース・オーケストラコース（小学生～高校生）の見学も随時受付中です！

小学生（親子での
参加大歓迎！）

３～６歳児とその
保護者、幼児教育
に携わる指導者

♪箏の体験
日本の伝統楽器「箏」に触れ、奏でてみよう！

♪音楽入門体験（親子参加）
リズム・歌・行進など、身体で音楽を感
じてみよう！

♪オーケストラの楽器体験
弦楽器・管楽器で音を出してみよう！

※宝くじ助成による特別料金です。
※前売チケット完売の場合、当日券はありません。
※就学前のお子様の入場はできません。 無料託児サービス有り。 ［10月30日（月）までに要予約］
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※応募は無料です。また、作品は返却しません。

表
彰
式

◆と　き／１０月８日（日）～１１月２７日（月）
◆ところ／平野勲記念館
◆入館料／中学生以上２００円

応
募
作
品

展
　
　示

おたずね・申込み／☎２１-２４６０

郷土の洋画家展 ギャラリートーク・鑑賞会
出雲文化伝承館

北本雅己氏（出雲市洋画連盟 会長）ギャラリートーク
◆と　き／７月３０日（日）１４：００から４０分程度
Shimaneみるみるの会 対話型鑑賞会
◆と　き／８月６日（日）、１２日（土）、２０日（日）、
　　　　  ９月２日（土）  １１：００から４０分程度
◆申込み不要、要観覧料

出雲文化伝承館
こども和文化クラブ体験・見学会
出雲文化伝承館
こども和文化クラブ体験・見学会
各開催日の３日前までに、お電話でお申し込みください。

第２日曜日
８/13、９/10、１０/8、１１/１２
【10：3０～約２０分】

８/5（土）、９/9（土）
１０/14（土）、１１/4（土）
【9：００～約２０分】

チケット
8月26日（土）
発売開始！

出演者
募　集

参加者
募　集

参加者
募　集

※出雲ドーム駐車場は限りがあります。
　島根森紙業株式会社発着のシャトルバスをご利用ください。

※この他、合唱コース・オーケストラコース（小学生～高校生）の見学も随時受付中です！

小学生（親子での
参加大歓迎！）

３～６歳児とその
保護者、幼児教育
に携わる指導者

♪箏の体験
日本の伝統楽器「箏」に触れ、奏でてみよう！

♪音楽入門体験（親子参加）
リズム・歌・行進など、身体で音楽を感
じてみよう！

♪オーケストラの楽器体験
弦楽器・管楽器で音を出してみよう！

※宝くじ助成による特別料金です。
※前売チケット完売の場合、当日券はありません。
※就学前のお子様の入場はできません。 無料託児サービス有り。 ［10月30日（月）までに要予約］
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