第 23 回（平成 29 年度）

観て触れて

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。

感じる楽しさ

〜未来へ繋ごう！今輝いて〜

文化スポーツ課
☎ 21ー6514
（公財）出雲市芸術文化振興財団（出雲交流会館）☎ 21ー7580

(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。
大社文化プレイスうらら館

おたずね・託児の申込み／出雲芸術アカデミー事務局
（出雲交流会館） ☎２１－６３７１

出雲Jr.フィル・プロムナードコンサートⅤ

チケット
好評
発売中

「僕たちの運命」
をテーマに、コーラス、オーケストラそれぞれが
「運命」
の名曲に挑戦
します。芸術の秋、総勢約100名の子どもたちのフレッシュな演奏にご期待ください。

◆と き／11月12日
（日）14:00開演
（13:20開場）13：40～ウェルカムコンサート
◆出 演／出雲Jr.フィル（出雲芸術アカデミー音楽院本科合唱コース、オーケストラコースシンフォニーオーケストラ）
◆演奏曲／♪運命の歌 作品54（J.ブラームス） ♪アヴェ・ヴェルム・コルプス（W.A.モーツァルト）
♪交響曲第5番 ハ短調 作品67「運命」
（L.v.ベートーヴェン） ほか
◆入場料
（全席自由）
／800円
（当日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［11月2日（木）までに要予約］
◆プレイガイド／大社文化プレイスうらら館 、出雲市民会館、ビッグハート出雲、平田文化館、スサノオホール、ローソンチケット〈Lコード：62619〉ほか

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

第81回 出雲市役所
ロビーコンサート
出雲文化伝承館

第15回

隔月第４水曜日のコンサート。今回は、ピアノの演奏をお楽しみください。
◆と き／11月22日
（水）12：20～12：50
◆出 演／すずらん
（若月晶代・若月恭子）

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

出雲和文化まつり

11月25日（土）

日本舞踊 箏曲・邦楽演奏 伝承館こども箏・日本
担当:出雲邦楽邦舞の会
舞踊教室発表 11:00～
①11:00～②14:00～
日本舞踊 箏曲・邦楽
演奏 14:00～
担当:出雲邦楽邦舞の会

いけばな展示、茶席、邦楽邦舞、和菓子作り 出雲屋敷
など、出雲和文化交流会構成団体それぞれの （要参加券）
特徴をいかした催しをお楽しみください。
◆と

※参加券１枚で、催しに１日参加できます。

◆お茶券／一席500円（お茶席のみの利用）

出雲屋敷
（参加券不要）

伝承館こどもいけばな教室作品展示
9:00～16:00 担当:出雲市華道連盟
～こども教室～チャレンジ講座

実習室（要参加券）
※要申込み
（詳細は次ページ）

文化工房

き／11月25日（土）・26日（日）
9:00～16:00
◆参加券／一般券1,000円
こども券（高校生以下）300円

11月26日（日）

「そば打ち体験」
「和菓子職人になろう」
講師:出雲そばりえの会 担当:出雲菓子協会
①9:30～12:00
①9:00～9:40
②13:30～16:00
②10:00～10:40
③11:00～11:40

展示室（参加券不要）
松籟亭
（参加券またはお茶券）
本館展示室
（参加券または観覧券）

いけばな展(池坊・小原流) 9:00～16:00
担当:出雲市華道連盟
お茶席

9:00～16:00

担当:不昧流

担当:表千家

交流35周年 出雲市友好交流都市

津山市・諫早市 三市交流展
―津山市、諫早市の歴史と文化―

イベント広場（参加券不要）

グルメ屋台市

10:00～16:00

縁結び交流館（参加券不要） クラフト展in 出雲和文化まつり10:00～16:00

平田文化館

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）

春風亭昇太独演会

チケット
11月11日(土)
発売開始！

◆と き／平成30年２月11日（日・祝）14：00開演（13：30開場）
◆入場料（全席自由）／一般3,500円（当日4,000円）、高校生以下2,000円（当日2,500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［1月25日（木）までに要予約］

◆プレイガイド／平田文化館、ローソンチケット〈Ｌコード６２８８９〉ほか
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～こども教室～

※用意するものは、電話で
おたずねください。

Ａ．チャレンジ講座 そば打ち体験

親子でそば打ちに挑戦！打ちたてそばの試食もできるよ♪
◆と き／11月25日
（土）
①9：30～12：00 ②13：30～16：00
◆ところ／文化工房 実習室
◆対 象／小学生以上
（小学生は保護者同伴）
◆定 員／①②とも20名
◆参加費／小学生～高校生800円
（材料費１人500円と和
文化まつり参加券300円）
一般1,500円
（材料費１人500円と和文化まつ
り参加券1,000円）

Ｂ．チャレンジ講座 和菓子職人になろう

和菓子職人さんからプロの技を教えてもらおう！
◆と き／11月26日
（日）
  ①9：00～9：40
②10：00～10：40 ③11：00～11：40
◆ところ／文化工房 実習室
◆対 象／小学生以上
（小学１・２年生は保護者同伴）
◆定 員／①②③とも２４名
◆参加費／小学生～高校生700円
（材料費１人400円と和文化まつり参加券300円）
一般1,400円
（材料費１人400円と和文化まつり参加券1,000円）

出雲文化伝承館

おたずね／☎２１－２４６０

Ｃ．親子チャレンジ講座

しめ縄づくり

お正月に向けて親子でしめ縄を作りましょう！本格的に縄
を編むところからスタートです！
◆と き／12月17日
（日）9：30～11：30
◆ところ／文化工房 展示室
  ◆定 員／15組
◆対 象／小学生とその保護者 ◆参加費／１人600円

Ｄ．いけばな教室

クリスマスのお花をいけてみましょう！
◆と き／12月17日（日）10：00～11：30
◆ところ／文化工房 実習室 ◆対 象／小学生
◆定 員／20名
◆参加費／1,200円

Ｅ．第15回学校茶道合同茶会

幼稚園から大学生までの茶道部の交流や成果を発表しま
す。未就学児を含め、どなたでもお気軽にご参加ください。
◆と き／12月10日
（日）9：00～15：00
※申込み不要
（茶室：松籟亭で随時受付）
◆ところ／茶室：松籟亭
◆参加費／一般500円、大学生以下無料
（専修学校、短大
生含む）
、付き添いの保護者500円
◆担 当／三斎流
◆持ってくるもの／白いソックス（懐紙、楊枝などは用意しています。）

【教室Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの申込方法】 参加希望の教室のアルファベット、教室名、時間(Ａの教室については①②のいずれか、Ｂの教室に
ついては①②③のいずれかを明記)、参加者氏名、電話番号をご記入のうえ、ハガキ、ＦＡＸ、出雲文化伝承館ホームページのメー
ルフォームのいずれかでお申込みください。また、Ａ･Ｂの教室について、食物アレルギーのある方は、食物名をお書き添えください。
〔申込先〕
はがき：〒693-0054 出雲市浜町520 出雲文化伝承館 FAX21-4165 〔応募締切〕
Ａ･Ｂ：11月12日
（日）
、Ｃ･Ｄ：12月9日
（土）
※応募多数の場合は抽選となります。Ａ･Ｂの結果は11月16日
（木）
以降、Ｃ･Ｄの結果は12月10日
（日）
以降に連絡します。

平田本陣記念館

おたずね・申込み／☎６２－５０９０

１．親子茶道教室

お茶室で、お茶の飲み方や作法を体験してみましょう。
◆と き／12月3日
（日）10：00～12：00
◆ところ／茶室：悠々庵 ◆対 象／小学生とその保護者
◆定 員／10組
（20名） ※要申込み（電話・先着順）
◆参加費／１人につき500円
催事名

第51回油絵グループ木曜会展
出雲市美術展［写真］
出雲市美術展［洋画］
第61回出雲市俳句大会
市民団体主催

第67回出雲短歌大会
混声合唱団クリスタルコール平田
第23回定期演奏会

申込受付期間 11月1日（水）〜20日（月）

２．親子いけばな教室

クリスマスのお花をいけてみましょう。
◆と き／12月10日
（日）10：00～11：30
◆ところ／茶室：悠々庵 ◆対 象／小学生とその保護者
◆定 員／8組
（16名） ※要申込み（電話・先着順）
◆参加費／１人につき1,200円

とき

11月3日(金・祝)～5日（日）

ところ

平田文化館
JAいずも ラピタ本店
11月3日(金・祝)～5日（日）
３階 展示場
11月10日（金）～12日
（日） 出雲文化伝承館 縁結び交流館
JAしまね出雲地区本部
11月11日（土）
本館4階
11月12日（日）
出雲市民会館 301会議室
11月12日（日）

平田文化館

ビッグハート出雲
アートギャラリー
11 出雲漢詩大会
11月18日（土）
・19日
（日） 出雲中央図書館
第39回出雲市川柳大会
11月19日（日）
パルメイト出雲
第28回琴城流大正琴出雲支部発表会 11月19日（日）
出雲市民会館 大ホール
ライヴ イン 旧大社駅
11月19日（日）
旧大社駅
ひらた吹奏楽団 第23回演奏会
11月19日（日）
平田文化館
第43回大社町総合美術展
11月23日(木・祝)～25日（土） 大社文化プレイスうらら館
安来節保存会平田支部 平田民謡発表会 11月25日（土）
平田文化館
出雲和紙ちぎり絵展

11月18日（土）～20日
（月）

月の催し

金

悠里ピアノリサイタル

11月26日（日）

第31回プラタナス･My･コンサート 11月26日（日）
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大社文化プレイスうらら館
平田文化館

無料

料金

無料
無料
投句料1,000円
出詠料1,000円
一般500円（当日600円）
高校生以下無料
無料
無料
無料
無料
入場料 前売3,000円
一般500円、小学生以下無料
入場無料
無料
一般1,500円、高校生以下500円
大社町音楽協会会員500円
無料

