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■平成３０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（月） 出雲平野の築地松景観フォトコンテスト（～平成31年9月30日） 市役所　建築住宅課 建築住宅課 ２１—６１７６

2日（火） 外国語教育モデル事業授業公開、教員研修会 稗原小学校 10:00～16:00 学校教育課
学校教育課　21-6196
稗原小学校　48-0006

出雲市選挙管理委員会定例会 市役所　市民応接室 9:30～10:30 選挙管理委員会 ２１－６５５９

第26回消火競技大会
※雨天等の場合、5日（金）へ順延

一の谷公園多目的広場 13：00～16：00 消防本部予防課 ２１－６９２１

5日（金)
日本遺産「日が沈む聖地出雲」 出雲市内接客サービス従事者向け研
修会「あなたは神在月についてどれだけ知っていますか？」

出雲弥生の森博物館 14：00～15：30 文化財課
出雲市日本遺産推進協議会
（文化財課）
２１－６８９３

第４回出雲市ポイ捨て禁止キャンペーン 夢フェスタｉｎ出雲２０１８会場 10：00～11：00 環境政策課 ２１－６９８９

2018夢フェスタinいずも（～7日）
メイン会場：四つ角広場（今市町）
周辺会場 ：周辺商店街、一畑百貨
店、アトネスいずも周辺

6日　9：00～17：00
7日　10：00～17：00

商工振興課
2018夢フェスタinいずも実行委員
会事務局（中町商店会事務所）
２１-３２７３

第11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
３１-６２８２

企画展　あなたの近くの月のはなし（～２１日） 出雲科学館 9：30～17：30 出雲科学館 ２５－１５００

島根県の日本遺産講座「島根の日本遺産」
第1回「日が沈む聖地出雲～神が創り出した地の夕日を巡る～」

日比谷コンベンションセンター 13：30～15：30 文化財課
島根県日本遺産講座事務
局
090-6523-2420

清酒・日本酒発祥の地　神在月日本酒交流イベントin出雲 パルメイト出雲前広場 10：00～16：00 商工振興課 ２１-６５４１

２０１８☆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
ひかわ図書館まつり実行委員
会（ひかわ図書館内）
７３－３９９０

7日（日） 開会式：出雲市民会館 17：00～

8日（月・祝）
スタート：出雲大社正勢溜
フィニッシュ：出雲ドーム前

13：05　スタート予定

9日（火）
出雲市食のボランティア育成講座　第3回
＜乳幼児の食事について・歯の健康について＞

市役所　くにびき大ホール（南）9：30～12：00 健康増進課 ２１－６９７６

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

３日（水）

【平成３０年９月２８日現在】

6日（土）

7日（日）

第３０回出雲全日本大学選抜駅伝競走 文化スポーツ課
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【平成３０年９月２８日現在】

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

10日（水）
日本遺産「日が沈む聖地出雲」 出雲市内接客サービス従事者向け研
修会「あなたは神在月についてどれだけ知っていますか？」

出雲弥生の森博物館 14:00～15:30 文化財課
出雲市日本遺産推進協議
会（文化財課）
２１－６８９３

12日（金） パッチワーク・キルト展（～14日）
出雲文化伝承館
縁結び交流館

文化スポーツ課
布澄会（山根）
72-7508

佐香神社例祭どぶろく祭り 佐香神社 15:30～
平田支所
地域振興課

佐香神社
67-0007

日本遺産魅力発信イベント　日御碕神社コンサート「夕紅のしらべ」 日御碕神社 16：00～17：10 文化財課
（一社）出雲観光協会
53-2112

出雲弥生の森博物館 ギャラリー展 関連講座
「古人骨からみた出雲に生きた人々」
講師：舟橋京子 氏（九州大学大学院講師）

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

不昧公200年祭
松平不昧公　－茶と人となりー（～11/25）

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

人権・同和教育基礎講座（第2回）
学習テーマ【ハンセン病】

市役所　くにびき大ホール 9：30～11：30 人権同和政策課 ２２－７５０６

第24回たいしゃ俳句大会 大社文化プレイスうらら館
13：30開演（12：30開場）
投句料1,000円

文化スポーツ課
大社文化プレイスうらら館内
たいしゃ芸術文化祭実行委員
会事務局　　　53-6500

第46回斐川町商工まつり 出雲いりすの丘公園 10：00～16：30
斐川支所
産業建設課

斐川町商工会
72-0674

出雲フィルハーモニー交響楽団　第22回定期演奏会 出雲市民会館
13：00開場
14：00開演

文化スポーツ課
出雲芸術アカデミー
21-6371

糖尿病予防教室＜糖！打倒！スクール＞
◇効果がでる運動とは？楽しく運動しよう♪

市役所　くにびき大ホール 10：00～11：30 健康増進課 ２１－６９７６

Ｂ・Ｋ・Ｔ（ビューティフル・かざりもの・つくりもの）
2018全国大会～一式飾りを超越せよ！    (～２１日）

一畑電車 雲州平田駅～本町
通り～宇美神社

平田支所
地域振興課

平田商工会議所
63-3211

16日（火） 出雲市保幼小交流の日 市内各小学校 午後 学校教育課
学校教育課　21-6196
または各小学校

青壮年期・高齢期健康づくりネットワーク会議 市役所　くにびき大ホール（北）14：00～16：00 健康増進課 ２１－６９７６

たばこにさよならセミナーinいずも
〈気軽にはじめてみよう　休煙〉薬剤師による講演

出雲市保健センター 19：00～20：30 健康増進課 ２１－６９７６

13日（土）

15日（月）

18日（木）

14日（日）
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出雲市食のボランティア育成講座　第4回
＜出雲市学校給食センターの視察と給食の試食＞

出雲市学校給食センター 10：00～13：00 健康増進課 ２１－６９７６

出雲市美術展 ［書道］
ビッグハート出雲
アートギャラリー

文化スポーツ課
出雲書道会（事務局：杉原）
0853-22-1621

出雲観光大使交流会
パルメイト出雲
4階　パルメイトホール

18：30～21：00 観光課 ２１－６５８８

謎解きイベントin日御碕　-灯台からの挑戦状-
日御碕神社・出雲日御碕灯台
周辺

10：00～16：00 市民活動支援課 21-6528

平田短歌大会 平田文化館 13：00～16：00 文化スポーツ課
平田文化館内
雲州平田文化協会事務局
63-5030

山陰史跡日和
ぐるっとサイクル「古代出雲の王墓めぐりライド」

出雲弥生の森博物館ほか 9：30～12：30 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

第158回定例講演会『出雲の青銅器世界』
講師：北島大輔　氏（山口市教育委員会副主幹）

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

出雲の地酒まつり JR旧大社駅 10:00～16:00
大社支所
市民サービス課

出雲の地酒まつり実行委
員会　53-2112

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

いずも・音・舞　第３回出雲邦楽邦舞の会 ビッグハート出雲 文化スポーツ課
出雲邦楽邦舞の会（佐藤）
63-0239

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト 出雲市民会館 14：30開演（14：00開場） 文化スポーツ課
（公財）出雲市芸術文化振
興財団
21-7580

出雲科学館特別講演会
２０１５年ノーベル物理学賞受賞　梶田隆章氏　講演会
ニュートリノの小さな質量～神岡の地下での研究～

出雲科学館 14：00～15：45 出雲科学館 ２５－１５００

雲州平田まちあそびイベント 木綿街道周辺 10：00～16：00
平田支所
地域振興課

雲州平田まちあそび実行委員会
事務局（平田商工会議所内）
63-3211

いすー１ＧＰ2018第12戦出雲平田大会 平田元町通り 13：30～15：30
平田支所
地域振興課

雲州平田まちあそび実行委員会
事務局（平田商工会議所内）
63-3211

木綿街道醸造まつり 木綿街道周辺 11：00～16：00
平田支所
地域振興課

木綿街道振興会事務局
（木綿街道交流館内）
62-2631

24日（水） 出雲市教育委員会定例会 市役所 庁議室 14：00～16：00 教育政策課 ２１－６８７４

20日（土）

19日（金）

21日（日）
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定例記者会見 市役所 市民応接室 13：30～14：30 広報情報課 ２１－８５７８

出雲で働き、暮らす人との交流会in広島 いいオフィス広島 19：00～21:30 産業政策課 ２４-７６２０

出雲市美術展 ［写真］
ＪＡしまねラピタ本店
３階展示場

文化スポーツ課
出雲写真作家協会（山根
功）24-0552

第34回平田美術展（～28日） 平田本陣記念館
9：00～17：00
（28日は16：00）

文化スポーツ課
平田文化館内
雲州平田文化協会事務局
63-5030

講演会「赤羽末吉の人生と絵本」 出雲中央図書館 10：30～12：30 出雲中央図書館
ブックネットいずも（しまね子ども
の読書等推進の会出雲支部）
事務局２１－６２７１

第４０回記念一畑薬師マラソン大会 一畑薬師山上 10:30開会式 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
63-3699

第31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

29日（月） 第５回平田一式飾り体験講座　（～11/2） 平田一式飾り常設館 19：00～21：00
平田支所
地域振興課

平田一式飾り保存会事務局
(出雲観光協会平田支所内）
63-0893

2018斐川文化祭
「菊花展・盆栽展」（～11/4）

原鹿の旧豪農屋敷
9：00～17：00
※11月4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

食育推進ネットワーク会議 市役所　くにびき大ホール（北）14：00～16：00 健康増進課 ２１－６９７６

ホール展示『高橋俊雄　型染の下絵展』（～8日） 荒神谷博物館 9：00～17：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

吾郷佳昭展（～14日） 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

出雲弥生の森博物館ギャラリー展Ⅲ
「黄泉の穴」の人骨～猪目洞窟遺跡発見70年～（～12/3）

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

27日（土）

31日（水）

開催中

28日（日）

26日(金)


