
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。

◆と　　　き ／ 

◆と こ ろ ／ 
◆出 場 団 体 ／ 

◆特別ゲスト ／ 

９月９日（土）
１６：４５開演（１６：００開場）
出雲健康公園 出雲ドーム
保育所２　  小学校５　
中学校１１　高等学校１０　
奈良学園大学マーチングバンド部
（奈良県生駒郡三郷町）

◆チケット ／ 

◆プレイガイド ／ 

一般２，０００円（当日２，２００円）
小学生～高校生１，０００円
（当日１，２００円）
アツタ楽器、ラピタ本店
ゆめタウン出雲、イオンモール出雲
出雲ドーム、ゆめタウン斐川
市役所文化スポーツ課　ほか
【ローソンチケット】Lコード６３０９８

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

出雲ドーム おたずね／実行委員会事務局（文化スポーツ課内）　☎２１－６５１４

チケット
好評
発売中！

第80回出雲市役所 
ロビーコンサート

隔月第４水曜日のコンサート。
今回は、中国の伝統的な楽器「二胡」による演奏
をお楽しみください。
◆と　き／９月２７日（水）１２：２０～１２：５０
◆出　演／二胡ルビーズ

おたずね・申込み／出雲メセナ協会事務局
［（公財）出雲市芸術文化振興財団］ ☎２１－７５８０

平成30年度出雲メセナ協会
支援事業の募集について
出雲メセナ協会では、出雲地域の芸術・
文化の普及、向上、発展に寄与する地域
文化活動や事業を対象に助成します。
助成を希望される団体および個人の方はお申し
込みください。
◆申込期限／１０月３１日（火）
◆事業の実施期間／平成３０年１月１日～１２月３１日

市民団体
９月の催し

催　事　名
油絵グループたけの子会展 ９月16日（土）・17日（日） 平田文化館

小ホール 無料
池坊・小原流合同いけばな展 ９月24日（日）・25日（月）

と　　き 料　金ところ

事 業
募 集

開館時間／９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
休館日／月曜日（祝日の場合は開館）　おたずね／☎２１－２４６０

小企画 「出雲塩冶太平記」　
平野勲画
鎌倉末から南北朝時代の悲劇の武将、塩冶判官高貞の
生涯を描いた作品を紹介します。
◆と　き／１１月１９日（日）まで
◆ところ／出雲文化工房
◆入館料／無料

出雲の春音楽祭2018
◆と　き／平成３０年３月２５日（日）
◆曲　目／頌歌‐天地のるつぼ‐出雲讃歌
◆募　集／合唱～男声・女声（中学生以上）
　　　　　※初めての方も大歓迎です。
◆練　習／10月から毎月２回程度
◆参加費／３，０００円　◆申込期限／９月１１日（月）

「出雲塩冶太平記」平野勲画　

出演者
募 集

ご来場の際は、シャトルバスまたは臨時駐車場をご利用ください。
会場周辺の店舗・私有地などへの無断駐車、路上駐車は絶対に
やめてください。

シャトルバス・臨時駐車場のご案内

※臨時駐車場は各社のご好意
　によりお借りしています。
　営業日の会社もあります。
　ご利用の際には、マナーを
　お守りください。

臨時駐車場

島崎電機

サンプラス

県道斐川出雲大社線

至平田

県立浜山公園

出雲文化伝承館

島根ワイナリー

県立古代出雲
歴史博物館

出雲大社

ヴィラ・ノッツェ
ウエディング

NHK放送塔

生協しまね

至大田 至松江

至島根大医学部・立久恵方面

国道184号
渡橋中央交差点

イオンモール出雲 出雲消防署

県立
中央病院

ゆめタウン
出雲

ラピタ本店

出雲市役所

ナンバ

国道9号

国道431号

シャトルバス
発着地
島根森紙業
株式会社
（出雲市浜町
453）

島根森紙業株式会社

島根森紙業株式会社 出雲ドーム
15：00～18：30（随時運行）

19：30～20：30（随時運行）

《往路》

出雲ドーム
《復路》

出雲ドーム
（出雲市矢野町999）

会場

★交通規制
　●日　　時／９月９日（土）１５：００～２１：３０
　●規制区間／出雲健康公園 外周道路（北側・東側・南側）
　　　　　　　を右回りの一方通行

出雲文化伝承館

おたずね・申込み／出雲の春音楽祭実行委員会事務局（出雲交流会館内）　
　　　　　　　　  ☎ ２１－７５８０

大社文化プレイスうらら館

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

えん  や  はんがんたかさだ

(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。   

平成14年の初演から歌い継がれてきた「出雲
讃歌」を作曲者 鈴木輝昭氏の指揮と鈴木あず
さ氏のピアノで歌います。
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