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■平成２９年１０月行事予定

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

１日(日) ２０１７☆ひかわ図書館まつり ひかわ図書館 10：00～14：00 出雲中央図書館
ひかわ図書館
73-3990

出雲市母子健康包括支援センター業務開始　 市役所　健康増進課 8：30～ 健康増進課 21-6981

出雲市在宅医療・介護連携支援センター業務開始 市役所　医療介護連携課 8：30～ 医療介護連携課 21-6121

パッチワーク・キルト展（～10/8）
出雲文化伝承館
縁結び交流館

10：00～17：00 文化スポーツ課
布澄会（山根）
72-7508

市職員ポイ捨て一掃大作戦 市役所周辺他 7：30～8：00 環境政策課 ２１－６９８７

２０１７夢フェスタｉｎいずも（～8日）
四つ角広場他出雲市中心商
店街、一畑百貨店出雲店、ア
トネスいずも周辺

7日　9：00～17：30
8日　10：00～17：30

商工振興課
中町商店会
0853-21-3273

第10回　神在月・小学生駅伝大会
出雲駅通り商店街、出雲中
央通商店街

9：30～12：30 商工振興課
出雲中央通商店街事務所
0853-31-6282

第３回ポイ捨て禁止キャンペーン 夢フェスタin出雲2017会場 10：00～11：00
出雲市ポイ捨て禁止
推進協議会
（事務局：環境政策課)

２１－６９８７

道の駅湯の川誕生祭（～9日） 道の駅湯の川 9:00～16:00
斐川支所
産業建設課

道の駅湯の川
0853-73-9327

秋の科学スポーツチャレンジ（～9日）
「バランス棒チャレンジ」「カタパルトでナイスシュート」

出雲科学館
受付時間
①10:00～12:00
②13:30～16:00

出雲科学館 ２５－１５００

子育て応援キャンペーン イオンモール出雲 10：00～16：00 子ども政策課
子ども政策課
子育て支援係
21-6963

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
大社文化プレイスうらら館
ごえんホール

開演13：00
（開場11：00）

文化スポーツ課
大社町俳句協会　事務局
（上川）090-8061-4507

職員リレー講座　第2回「徹底解説！日本遺産『日が沈む聖地出雲』」
講師　三原一将

出雲弥生の森博物館 14：00～16：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

【平成２９年９月２８日現在】

2日(月)

6日(金)

7日(土)
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8日(日) 開会式：出雲市民会館 17:00

9日(月・祝)
スタート：出雲大社勢溜
フィニッシュ：出雲ドーム前

13：05スタート予定

12日（木） いずもファミリーサポートセンター子育て講演会 大社文化プレイスうらら館 10：00～12：00 子ども政策課 ２１-６９６３

13日（金） 佐香神社例祭どぶろく祭り 佐香神社 15：30～21：00
平田支所
地域振興課

佐香神社
67‐0007

秋の科学スポーツチャレンジ（～15日）
「目隠し足踏み」「ピンポンキャッチ」

出雲科学館
受付時間
①10：00～12：00
②13：30～16：00

出雲科学館 ２５－１５００

全国科学館連携協議会巡回パネル展（～29日）
　「ふしぎなふしぎな錯視の世界」

出雲科学館 9：30～17：30 出雲科学館 ２５－１５００

津山市・諫早市 三市交流展（～11/26） 出雲文化伝承館
9：00～17：00
休館日：月曜日

文化スポーツ課
出雲文化伝承館
21-2460

雲州平田まちあそびイベント（～15日）
出雲市平田町
市街地周辺

10：00～16：00
平田支所
地域振興課

平田商工会議所
0853-63-3211

第９回出雲神在月市民芸術文化の祭典
平田文化館
プラタナスホール

10：00　開演
9：30　開場
15：30　終演予定

文化スポーツ課
雲州平田文化協会事務局
（平田文化館内）
63-5030

風土記談義　出雲国風土記編 荒神谷博物館 10：00～12：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

木綿街道醸造まつり
出雲市平田町
木綿街道

11：00～15：00
平田支所
地域振興課

木綿街道交流館
0853-62-2631

第2回　児童虐待防止と対応講座
（出雲市要保護児童対策地域協議会＆島根県立大学出雲キャンパス共同企画）

「妊娠前から切れ目のない支援のために」パネルディスカッション

島根県立大学出雲キャンパ
ス
２１７講義室

13：20～16：30 子ども政策課
子ども政策課
児童家庭係
21-6604

17日（火） こんにちは保育園です 出西コミュニティセンター 9：30～12：00 保育幼稚園課
出雲市保育協議会
みなみ保育所
62-2374

18日(水)
2017年度　出雲弥生の森博物館ギャラリー展　「日本遺産認定記念 日
が沈む聖地の考古学」（～2/5）

出雲弥生の森博物館 9：00～17：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

21日（土） 第三中学校竣工式 第三中学校 10：00～11：00 教育施設課 ２１－６７０２

15日(日）

文化スポーツ課

14日(土)

出雲全日本大学選抜駅伝
競走組織委員会事務局
（文化スポーツ課内）
21-2341

第２９回出雲全日本大学選抜駅伝競走
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職員リレー講座　第3回「上塩冶築山古墳の実像」　講師　坂本豊治 出雲弥生の森博物館 14：00～16：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

第146回定例講演会『楚墓から漢墓へ』　岩崎 志保　氏（岡山大学埋文セ
ンター助教授）

荒神谷博物館 13：30～15：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

第３３回平田美術展（～22日） 平田本陣記念館 9：00～17：00 文化スポーツ課
雲州平田文化協会事務局
（平田文化館内）
63-5030

第6回「いのちの輝きを考える日」～いつもの力、出雲の地から～
島根県立中央病院
２階大研修室

13：00～16：30 医療介護連携課 21-6121

出雲駐屯地創立６４周年記念行事市中パレード
くにびき中央通り、駅通り
（車両展示は市役所南側）

パレード　10：00～10：50
車両展示　11：00～12：00

防災安全課
出雲駐屯地
２１－１０４５

在宅医療を考える市民の集い「あなたのお家で、今からできるケアの話」 未定 13：30～16：00 医療介護連携課 21-6121

ＲＵＮ伴しまね 島根大学医学部～市役所大社支所 9：00～14：00 医療介護連携課 21-6106

第30回隣保館まつり 隣保館駐車場 10：00～14：15 隣保館（人権同和政策課） ２２－７５０８

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

文化スポーツ課
出雲邦楽邦舞の会（佐藤）
63-0239

赤米の稲刈り 荒神谷史跡公園 10：00～12：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

23日（月） フィンランド・カラヨキ市訪問団市長表敬 市役所　市民応接室 9：00～9：30
政策企画課
文化国際室

21-6576

26日(木)
人間関係構築力を学ぶ「赤ちゃん登校日」授業
※赤ちゃん親子との関わり体験③

遙堪小学校体育館 9：45～11：45 市民活動支援課
出雲市男女共同参画セン
ター
22-2055

27日(金) 出雲市美術展[書道]（～10/29） ビッグハート出雲
開場　13：00
開演　13：30

文化スポーツ課
出雲書道会（事務局：杉原）
22-1621

文化講演会「心にビタミンを～イキイキ老後・上手に年齢（とし）をとる方
法～」講師：多田そうべい氏

湖陵コミュニティセンター
大ホール

14：00～15：30
湖陵支所
市民サービス課

湖陵支所市民サービス課
電話43-1212

平田短歌大会 平田文化館 未定 文化スポーツ課
雲州平田文化協会事務局
（平田文化館内）
63-5030

21日（土）

22日(日)

28日（土）
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日本遺産認定記念講座　まるごと日御碕体験♪謎解き親子ツアー 日御碕周辺 13：30～18：30 市民活動支援課
市民活動支援課
21-6528

縁引寄そばまつり（～29日） アトネスいずも 10：00～17：00 観光課
神在月出雲そばまつり実行委
員会事務局（出雲市観光課）
２１－６５８８

第39回
一畑薬師マラソン大会

一畑薬師山上
（小境町）

ウォーキング　　10：00スタート
マラソン　　11：30スタート

文化スポーツ課
一畑薬師マラソン大会実行委員会
事務局（平田スポーツ公園セントラ
ルハウス内）　63-3699

出雲の國・斐伊川サミット設立10周年記念事業
スローライフ・フォーラムin出雲の國

ビッグハート出雲
白のホール

13：30～16：30 政策企画課 ２１－６６１２

31日(火） 市長定例記者会見 市役所　市民応接室 10：30～11：30 広報情報課 ２１－８５７８

開催中 石原豪人展（～10/15） 平田本陣記念館
9：00～17：00
休館日：火曜日

文化スポーツ課
平田本陣記念館
62-5090

29日(日)

28日（土）


