
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。   

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・申込み／☎２１－２４６０

出雲文化伝承館

催　事　名
10月６日（金）～８日（日） 出雲文化伝承館 縁結び交流館パッチワーク・キルト展 無料

10月７日（土）
13：00開演（11：00開場） 大社文化プレイスうらら館出雲阿国俳句20回記念俳句大会＆

第23回たいしゃ俳句大会 投句料1,000円

10月21日（土）・22日（日） 平田本陣記念館第33回平田美術展 無料
10月22日（日）

13：30開演（13：00開場）　 大社文化プレイスうらら館いずも・音・舞　
出雲邦楽邦舞の会

1,000円
高校生以下無料

10月27日（金）～29日（日） ビッグハート出雲 アートギャラリー出雲市美術展 ［書道］ 無料

10月28日（土） 平田文化館平田短歌大会 無料

と　　き
市民団体10月の催し

料　金ところ

出雲市は津山市、諫早市と三市友好交
流都市提携を結んで、このたび交流35
周年を迎えました。市民間の文化交流
を深めるため、津山市、諫早市の
資料を展示して両市の歴史文化
の概要を紹介します。

◆講　師／藤岡大拙氏（荒神谷博物館長ほか）

◆パネラー／藤岡大拙氏、尾島 治氏（津山郷土
博物館長）、下川達彌氏（活水女子大学文学部
教授、長崎県考古学会会長）、岡 宏三氏（島根
県立古代出雲歴史博物館学芸員）、石原美和氏
（フリーアナウンサー）

出雲市友好交流都市　
津山市・諫早市 三市交流展
－交流35周年 津山市、諫早市の歴史と文化－

開館時間／９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
休館日／火曜日・12月29日～1月3日　おたずね／☎６２－５０９０

平田本陣記念館

県立女子短期大学名誉教
授であった、洋画家 錦織
恭一氏（斐川町生まれ）。
平田の油彩グループ 「木
曜会」の指導者としても
郷土の後進を育てまし
た。没後10年を迎えるに
あたり、氏の画業を顕彰します。
◆と　き／11月3日（金・祝）～平成30年１月21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

錦織恭一展 ―絵画にささげた生涯―

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！

おたずね・申込み／出雲芸術アカデミー事務局　☎２１-６３７１

出雲芸術アカデミー音楽院受講生後期募集
出雲交流会館

●音楽入門コース（小学１～３年生）　●合唱コース（小学４年生～高校２年生）
●オーケストラコース（小学生～高校２年生）　＊適性をみるための演奏と面接（合唱･オーケストラ希望者）１０月２８日（土）

「漁村」

諫早市・御船行列図
(長崎港警備の船・諫早図書館)

津山市・黒田家甲冑
（津山郷土博物館）

岩崎宏美

塩津子ども神楽 混声合唱団クリスタルコール平田

宗次郎

おたずね／雲州平田文化協会（平田文化館内）　☎６３－５０３０

第9回 出雲神在月市民芸術文化の祭典
平田文化館

出雲市内の芸術文化団体がそれぞれの地域の伝統芸能や創作芸能を
披露し、新たな出雲文化の創造をめざします。
◆と　き／１０月１５日（日）１０：0０開演（9：3０開場）１５：３０終演予定
◆入場料／無料

◆出演団体／
　＊神戸川太鼓（出雲）　
　＊出雲邦楽邦舞の会（出雲）
　＊稲田姫・心響（佐田・舞踊）
　＊スカットコール＆ハナミズキ（多伎・合唱）
　＊大池神楽保存会（湖陵）
　＊舞踊グループ出雲阿国（大社）
　＊香音（斐川・大正琴）
　＊混声合唱団クリスタルコール平田（平田）
　＊塩津子ども神楽（平田）
　＊ひらた踊らにゃSONSON（平田）
　＊ひらた吹奏楽団（平田）
　＊安来節保存会平田支部（平田）

【本科】小学生～高校生対象

※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］

おたずね／湖陵支所市民サービス課　☎４３－１２１２
湖陵コミュニティセンター

会場を教室に見立てた「大人の寺
子屋」スタイルで、「上手に年齢を
取る方法」を伝授します。笑いあ
り、涙あり、そして歌あり。肩の凝
らない型破りの90分です。
◆と　き／10月28日(土)
　　　　　14：00～15：30
◆講　師／多田そうべい氏
　　　　　（元 殿さまキングス／NPO法人「命のつどい」理事長）
◆入場料／無料（申込み不要）

文化講演会
「心にビタミンを
～イキイキ老後・上手に年齢をとる方法～」と   し

＜関連行事＞

講演会

出願期間 １０月１日（日）～１８日（水）

〔別科：大人対象（１８歳以上）〕
●合唱●オペラ●オーケストラ●邦楽
※合唱以外は、高校３年生可

〔幼児科：３歳～就学前の幼児対象（親子）〕
●音楽入門コース（親子）
　【ホップ】【ステップ】【ジャンプ】
※年齢に応じてクラスを編成しています。
　平日開講クラス大歓迎！

〔特別講座：小学生～高校２年生対象〕
●ジュニア日本文化講座
　【舞踊】【箏曲】
※小学生は、基礎習得者が望ましい。

【別科・幼児科・特別講座】 随時募集

後期
（11月～）

詳しくは、
出雲芸術アカデミー事務局へ

おたずねください。
ホームページにも記載して

おります。

音楽入門（上：本科／下：幼児科） 合　唱 オーケストラ

日本遺産に認定された「日が沈む聖地出雲」
の背景ー伊勢の対極としての出雲ー

パネルディスカッション
「出雲市、津山市、諫早市の歴史と文化」

◆と　き／10月14日（土）～
　　　　　11月26日（日）
◆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／10月29日（日）10：00～12：00
◆会　場／縁結び交流館
◆定　員／100名 ※要申込み（電話・先着順）
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