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■平成２９年１１月行事予定

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

２０１７斐川文化祭

「菊花展・盆栽展」（～11/5）
原鹿の旧豪農屋敷

9：00～17：00
※5日(日)は 9：00～16：00

文化スポーツ課
斐川文化協会（斐川文化会館内）
73-9180

平成29年度「児童虐待防止推進月間」パネル展示（～30日）
ゆめタウン出雲
2階南連絡通路

店舗開館時間 子ども政策課 ２１－６６０４

第２１回スサノオごっとこいまつり
佐田支所周辺
スサノオホール

9：00～16：00
佐田支所
市民サービス課

スサノオごっとこいまつり実行委員会

（佐田支所市民サービス課内）

８４－０１１１

佐田町文化協会創立25周年記念事業

「こども芸能大会2017～地方で受け継ぐ伝統と創造～」
スサノオホール

9：30開演 （9：00開場）
14：30終演予定

文化スポーツ課
佐田町文化協会事務局

(NPO法人スサノオの風内)

84-0833

２０１７斐川文化祭
「お茶席」

原鹿の旧豪農屋敷 9：00～16：00 文化スポーツ課
斐川文化協会（斐川文化会館内）
73-9180

平成29年度多伎町文化祭（～4日）
多伎コミュニティセンター、海辺の
多伎図書館、JAしまね多伎支店

3日　9:00～16:00
4日　9:00～16:00

文化スポーツ課
多伎コミュニティセンター
86-2853

錦織恭一展（～1/21） 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

２０１７斐川文化祭

　「作品展示」（～11/5）
斐川文化会館

9：00～17：00
※5日(日)は 9：00～16：00

文化スポーツ課
斐川文化協会（斐川文化会館内）

73-9180

第５１回油絵グループ木曜会展（～11/5） 平田文化館  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

出雲市美術展[写真]（～11/5）
ＪＡしまねラピタ本店　３階展
示場

 9：30～21：00 文化スポーツ課
出雲写真作家協会（山根功）

24-0552

いずも産業未来博（～4日） 出雲ドーム 10：00～16：00 産業政策課 ２１－６５４９

平成29年度「児童虐待防止推進月間」街頭活動（啓発チラシ・オレンジリボン配
布）

ゆめタウン出雲
西側玄関、北側南側通路

11：00～12：00 子ども政策課 ２１－６６０４

地域伝統芸能全国大会「日本の祭りinしまね2017」（～5日）
メイン会場：出雲市民会館
サブ会場：出雲大社周辺・神門通り

4日　11：00～17：30
5日　10：00～16：00

観光課 21-6588

出雲平野の築地松ライトアップ（～5日）
斐川町今在家正興・
上直江大島

17:00～20:00 建築住宅課
築地松景観保全対策推進協議会

事務局：0853-21-6176

５日(日) 荒神谷博物館ホール展示『身近にいる野鳥写真展』（～12/24） 荒神谷博物館 9：00～17：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

７日（日） 原子力災害に備えた出雲市広域避難訓練 大竹市 8：30～17：00 防災安全課 ２１－６６０６

９日（木） 第３回 出雲市子ども・子育て会議 市役所３階　庁議室 14：00～16：00 子ども政策課 ２１－６９６３

出雲市中学生議会 市役所６階　議場 13：00～ 学校教育課 ２１－６２２４

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　大ホール
18:30開演
（18:00開場）

文化スポーツ課
（公財）出雲市芸術文化振興財団芸術

文化振興課

21-7580

3日(金・祝)

【平成２９年１０月３１日現在】

４日（土）

1日(水)

１０日(金)
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【平成２９年１０月３１日現在】

１０日(金) 出雲市美術展[洋画]（～11/12）
出雲文化伝承館縁結び交流
館

文化スポーツ課
出雲市洋画連盟
会長：北本雅己　　　22-7187
事務局：大塚昌雄　　22-2626

一畑のお山フェスティバル＆灯めぐり（～12日）
一畑薬師大駐車場～参道～本
堂

10：00～２１：00
平田支所
地域振興課

一畑薬師べっぴんさんず事務局

６７－０６３０

出雲弥生の森博物館 館長講座

「とぶとりの飛鳥とやくもたつ出雲 その一」　講師：花谷　浩
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

鰐淵寺紅葉まつり（～26日）
出雲市別所町
鰐淵寺

平田支所
地域振興課

鰐淵寺紅葉まつり実行委員会（出雲観

光協会平田支所内）

0853—63—0893

第６１回出雲市俳句大会
ＪＡしまね出雲地区本部　本
館４階

文化スポーツ課
出雲市俳句協会（事務局：稲根）

090-8247-7866

出雲市青少年育成推進大会 市役所くにびき大ホール 13：30～15：30 市民活動支援課
市民活動支援課
21-6297

第６７回出雲短歌大会 出雲市民会館 文化スポーツ課
出雲短歌会（事務局：石富）
28-2390

混声合唱団クリスタルコール平田　第２３回定期演奏会 平田文化館  14：00～16：00 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

Jr.フィル・プロムナードコンサートⅤ
大社文化プレイスうらら館
だんだんホール

13:40ウェルカムコンサート
14:00開演（13:20開場）

文化スポーツ課
（公財）出雲市芸術文化振興財団芸術文化振興課
出雲芸術アカデミー事務局

21-6371

女性に対する暴力をなくす運動期間（～25日） ゆめタウン出雲ほか - 市民活動支援課 21-6952

いずも子どもウィーク（～26日） 市内各所 - 市民活動支援課 21-6297

15日(水) 保護者のための就職セミナー　わが子の就職を考える 市役所くにびき大ホール 19：00～20：30
市民活動支援課
産業政策課

21-6528
24-7620

16日（木） 第４回ポイ捨て禁止キャンペーン 道の駅湯の川 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

第１６回斐川シクラメン祭（～１９日） 出雲いりすの丘 特設会場 10：00～16：00
斐川支所
産業建設課

出雲観光協会斐川支所
７２-５２７０

島根県原子力防災訓練（出雲市訓練） 市役所 ほか 8：30～12：00 防災安全課 ２１－６６０６

しまね大交流会 松江くにびきメッセ 13：00～17：00 商工振興課 ２１－６５４１

しまね映画祭（～19日）【斐川会場】 斐川文化会館 大ホール
18日①9：00～　②12：30～
　　　③15：30～④17：00～
19日①10：00～②14：00～

文化スポーツ課
斐川文化協会
（斐川文化会館内）
73-9180

いずも古着市（～19日）【18日引取り、19日販売】 朱鷺会館
18日13:00～15:00
19日9:00～12:00

環境施設課
環境施設課内いずも古着市実行
委員会事務局
21-6988

荒神谷博物館定例講演会       講師：景山このみ(出雲市市民文化部文化財課主事)

第147回『山陰弥生時代のガラス玉(仮)』
荒神谷博物館 13：30～15：00 文化財課

荒神谷博物館
72-9044

出雲弥生の森博物館秋の体験教室              講師：濵野浩美氏（米子市教育委員会）

「弥生人の方法でご飯を炊いて、食べてみよう！」
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

11日(土)

18日（土）

12日(日)

17日（金）

18日（土）
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【平成２９年１０月３１日現在】

荒神谷博物館企画展　出雲の平野シリーズⅢ『山持遺跡』（～2/26） 荒神谷博物館 9：00～17：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

出雲科学館講演会　日本再生医療学会リスクコミュニケーションシンポジウム

『知ってみたい再生医療のホントのところ』
出雲科学館
サイエンスホール

14：00～16：00 出雲科学館 ２５－１５００

秋のいずもスクールランチクッキング（～19日） 出雲学校給食センター
両日とも
10:00～12:30 /14:00～16:30

学校給食課 28-0062

出雲漢詩大会（～19日） 出雲中央図書館 文化スポーツ課
出雲市漢詩を楽しむ会（田高）
21-8541

出雲和紙ちぎり絵展（～11/20） ビッグハート出雲 文化スポーツ課
出雲和紙ちぎり絵協会（森岡）
22-7696

出雲市民ボランティアウィーク2017（～25日） 市内各所 - 市民活動支援課
出雲市総合ボランティアセンター

21-5400

第３７回出雲市障がい者レクリェーション 吉栗の郷（佐田町一窪田） 9：00～16：00 福祉推進課 21-6959

第２８回琴城流大正琴出雲支部発表会 出雲市民会館 文化スポーツ課
琴城流大正琴振興会出雲支部（事務

局：島根楽器センター）      72-1246

第３９回出雲市川柳大会 パルメイト出雲 文化スポーツ課
出雲市川柳連盟（事務局：柳楽）

22-6023

ひらた吹奏楽団第２３回演奏会 平田文化館  14：00～16：00 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

ライヴ イン 旧大社駅 旧大社駅
18：00開演
（17：30開場）

文化スポーツ課
大社レコード（飯島）
090-9062-2725

NPO法人出雲学研究所【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

第52回出雲市無形文化財発表会 スサノオホール 10：00～15：30 文化財課
出雲市無形文化財連絡協議会事

務局（文化財課内）      21-6893

唐川番茶まつり お茶の里唐川館 10：00～15：00
平田支所
地域振興課

唐川親交会
090-3170-6105

島根県原子力防災訓練（出雲市訓練）
島根県東部高等技術学校
ほか

8：30～12：30 防災安全課 ２１－６６０６

中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業
　ビジネスマッチング　商談・展示会2017in米子

米子コンベンションセンター 10：00～18：30 商工振興課 ２１－６５４１

不法投棄防止パトロール 出雲地域 14：00～15：30
出雲市ポイ捨て禁止推
進協議会
（事務局：環境政策課)

２１－６９８７

２２日（水） 市長定例記者会見 市役所3階市民応接室 14：00～15：00 広報情報課 ２１－８５７８

第43回大社町総合美術展（～11/25）
大社文化プレイス　　うらら
館

9：00～17：00
（25日は16：00まで）

文化スポーツ課
大社町美術協会（山岡）
53-2847

第１３回和田毅杯少年野球大会決勝トーナメント（25日、12/2）
出雲健康公園出雲ドーム・
少年野球場

文化スポーツ課
和田毅杯少年野球大会実行委員会事
務局（ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興２１

内）  25‐1006

23日(木・祝)

２１日（火）

19日(日)

18日（土）
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【平成２９年１０月３１日現在】

第15回出雲和文化まつり（～26日） 出雲文化伝承館 9：00～16：00 文化スポーツ課
出雲文化伝承館
２１－２４６０

出雲市ビジネスプランコンテスト最終審査 市役所　くにびきホール 未定 商工振興課 ２１－６５４１

出雲市生涯学習講座　風力発電所見学＆風力発電工作
風の子楽習館　多伎町の小形風車
キララトゥ―リマキ風力発電所

9：30～12：30
産業政策課
市民活動支援課

21-6549

親子オータムスクール
風力発電所見学＆発電風車工作

風の子楽習館 9：30～12：30 市民活動支援課
市民活動支援課
21-6528

安来節保存会平田支部　 平田民謡発表会 平田文化館  10：00～12：00 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

土木の日記念イベント
上塩冶スポーツセンター
放水路の中
斐伊川放水路事業記念館

9：30～12：30 建設企画課 21－6561

第１６回いずも音楽コンクール（～26日） ビッグハート出雲 9：00開演 文化スポーツ課
いずも音楽コンクール実行委員会
（公財）出雲市芸術文化振興財団　芸

術文化振興課      21-7580

出雲の酒祭 パルメイト出雲前広場 17：00～20：00 商工振興課
出雲酒造協議会
２１－００３９

ゴム・ワン　グランプリ　in 出雲科学館 出雲科学館　ホワイエ
受付時間①10:00～11:30
　 　　　　 ②13:30～15:00

出雲科学館 ２５－１５００

出雲市男女共同参画講演会　なぜ今「働き方改革」なのか
講師：藻谷浩介氏

市役所くにびき大ホール 14：00～16：00 市民活動支援課
市民活動支援課
21-6952

「むらくも座2017出雲歌舞伎公演」 スサノオホール
12：00開演　（11：00開場）
15：30打ち出し予定

文化スポーツ課
佐田町文化協会事務局(NPO法人スサ

ノオの風内)     84-0833

第３１回プラタナス・Ｍｙ・コンサート 平田文化館 14：00～16：00 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

２０１７斐川文化祭
　「ステージ発表」

斐川文化会館 大ホール  13：30～16：30 文化スポーツ課
斐川文化協会（斐川文化会館内）

73-9180

金　悠里ピアノリサイタル
大社文化プレイスうらら館
だんだんホール

14：00開演
（13：30開場）

文化スポーツ課
大社町音楽協会（山上）
53-1822

28日(火)
読み聞かせ講座（全２回）
講師　遠藤雅代（島根県立図書館読書普及指導員）

出雲中央図書館 13：30～15：00 出雲中央図書館
出雲中央図書館
21-6266

開催中
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

26日（日）

２５日（土）

26日（日）


