
 

 

 

出雲市合併１５周年記念事業（行事・イベント）について 

 

本年度は、平成１７年３月の合併による出雲市誕生から１５周年となり、令

和２年３月２０日には「出雲市合併１５周年記念功労者表彰式」の開催を予定

しています。 

 このことから、今年度、開催される別紙の事業（行事・イベント）について、

合併１５周年記念事業と位置付けました。 

 今後、これらの事業の開催にあたっては｢出雲市合併１５周年記念｣の冠をつ

け、広報等の情報発信を図っていきます。 
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出雲市合併１５周年記念事業一覧　 ＊開催日順

事業名・イベント名 開催日等（予定） 開催場所 事業概要 担当課名

1 第２５回出雲市総合芸術文化祭事業 ７月　～ 令和２年５月
出雲市民会館
大社文化プレイスうらら館　など

出雲フィルハーモニー交響楽団第２３回定期演奏会
オペラシアターこんにゃく座公演オペラ「ロはロボットのロ」など２３事業
（詳細は別表「第２５回出雲総合芸術文化祭事業」参照）

文化スポーツ課

2
出雲弥生の森博物館 夏季企画展
「出雲の発掘３５０年史　―江戸から平成 発見の歴史―」

７月１３日（土）
　～ ９月３０日（月）

出雲弥生の森博物館
　江戸～平成の各時代で出雲において画期となった考古学的発見や調査成果を展示し、
出雲の発掘の歴史を振り返る。

文化財課

3
出雲科学館特別講演会
ＪＡＸＡ大西卓哉宇宙飛行士講演会

７月２０日（土） 出雲科学館 JAXA大西卓哉宇宙飛行士による特別講演会 出雲科学館

4 平田一式飾競技大会
７月２０日（土）
　　　　　～２２日（月）

平田町地内 一式飾の出来栄えを競う大会 観光課

5 世界の甲虫展２０１９
８月３日（土）
　　　　　～１８日（日）

出雲科学館 子どもたちに人気の世界の甲虫の展示イベント 出雲科学館

6 第３４回(2019)スイムランin多伎 ８月４日（日） 多伎町口田儀・奥田儀地内 全国から約４００人が参加するスイムラン大会 文化スポーツ課

7 第１４回神話まつり
①８月１０日（土）
②８月１１日（日・祝）

①四つ角広場、くにびき中央通り
②大津神立河川敷公園

初日は出雲盆踊り、２日目は花火大会を開催. 観光課

8 第２８回出雲ドーム２０００人の吹奏楽 ９月７日（土） 出雲ドーム
出雲市内の保育園児から高校生、社会人が中心に出演する吹奏楽とマーチングの一大祭
典

文化スポーツ課

9 出雲市総合社会福祉大会 ９月１１日（水） 出雲市民会館
　市民と福祉関係者が一堂に会し、長寿高齢者への祝品贈呈、社会福祉活動および地域
活動の功労者表彰等を行う。

高齢者福祉課

10 清酒・日本酒発祥の地　日本酒交流イベントIN出雲 １０月予定 パルメイト出雲
地酒による地域振興や販路拡大をめざし、伊丹市・奈良市・出雲市が持ち回りで行うイベン
ト

商工振興課

11 出雲中央図書館講演会 １０月６日（日） 出雲中央図書館
対談「魔女も　おばけも　おもしろい」
講師：角野栄子氏（児童文学作家）、横山眞佐子氏（(株)こどもの広場代表）

出雲中央図書館

12 雲のふしぎ展～出雲と雲はどんな関係なの？～
１０月１２日（土）
　　　～１１月４日（月・祝）

出雲科学館 雲をテーマにした企画展 出雲科学館

13
大相撲出雲場所
（横綱土俵入り）

１０月２４日（木）
出雲ドーム
（出雲大社）

　大相撲出雲場所は、３年に一度開催。今回その中で実施する横綱土俵入りは、出雲市特
別功労被表彰者である今岡英樹氏の立行司第４１代式守伊之助襲名を記念して行うもの

文化スポーツ課

14 第４１回一畑薬師マラソン大会 １０月２７日（日） 一畑薬師山上及び周辺コース 全国から約２，０００人が参加するマラソン大会 文化スポーツ課

15 出雲そば旅
１１月１日（金）
　　　～２月２８日（金）

市内全域
　出雲市の特産品である出雲そばを全国にＰＲし、交流人口の拡大を図るとともに、そばを
通じて新たな地域・産業振興を図る。（スタンプラリー、そば打ち体験、フォトコンテスト等）

観光課

16 いずも産業未来博２０１９
１１月２日（土）
　　　　　～３日（日・祝）

出雲ドーム
　出雲市の企業・団体の製品・技術・研究内容や、全国の先端技術・製品を一堂に集め、
出雲の産業の魅力を「見て」、「触って」、「体感」することにより広く情報発信する。

産業政策課

17 鰐淵寺紅葉まつり １１月上旬～中旬 鰐淵地区 色づいた紅葉を愛でるイベント 観光課

18 出雲市無形文化財発表会 １１月１７日(日) 大社文化プレイスうらら館 市内各地に伝わる神楽、獅子舞などの指定無形文化財の発表会 文化財課

19 出雲市民ボランティアウィーク
１１月１７日(日）
　　　　　～２３日（土・祝）

市内全域
　毎年１１月の第３土曜日を「出雲市民ボランティアの日」、ボランティアの日から１週間を
「出雲市民ボランティアウィーク」とし、市民をあげてボランティア活動を展開

市民活動支援課

20 認知症ケア・フォーラム １１月３０日(土) 出雲市役所　くにびき大ホール 認知症に関する普及啓発イベント 医療介護連携課

21
社会福祉チャリティー
第４３回年忘れ出雲市民余芸大会

１２月８日（日） 出雲市民会館
年末恒例の福祉チャリティーで、入場料による収益は共同募金会に寄付する。
市内の各種団体が歌や踊りを披露する場としても定着している。

福祉推進課

22 ２０１９(第３９回)出雲くにびきマラソン大会 令和２年　３月１日（日） 県立浜山公園及び周辺コース 全国から約３，０００人が参加するマラソン大会 文化スポーツ課

23 地域包括ケアフォーラム 令和２年　３月７日（土） 平田プラタナスホール 地域包括ケアに関する普及啓発イベント 医療介護連携課

24
出雲弥生の森博物館 春季企画展
日本書紀１３００年記念「『日本書紀』編さん！その時、出雲は」（仮）

令和２年　３月７日（土）
　　　　　～ ５月１８日（月）

出雲弥生の森博物館
　２０２０年に『日本書紀』編纂１３００年を迎えるにあたり、編纂当時の７世紀後半から８世
紀初めの出雲の様相を考古学的視点で考える展示を行う。

文化財課

25 出雲市合併１５周年記念功労者表彰式 令和２年　３月２０日（金・祝） 出雲市役所　くにびき大ホール
市政功労者への表彰式を開催する。
　出席者 ３００ 人（予定）　　（内訳：被表彰者１３０ 人、来賓・招待者１７０ 人）

政策企画課

※別表　「第25回出雲総合芸術文化祭事業」　　出雲市合併１５周年記念　　冠事業

事業名・イベント名 開催日等（予定） 開催場所

出雲総合芸術文化祭事業

1 オペラシアターこんにゃく座公演オペラ「ロはロボットのロ」 ７月２１日 大社文化プレイスうらら館

2 第１７回サウンドフェスタ大心路 ８月２５日 ビッグハート出雲

3 五嶋みどりヴァイオリン・リサイタル２０１９ １０月５日 大社文化プレイスうらら館

4 第１１回出雲神在月市民芸術文化の祭典 １０月２０日 大社文化プレイスうらら館

5 第１８回いずも音楽コンクール １１月１６日 ～１７日 ビッグハート出雲

6 第１８回いずも新春コンサート 令和２年　１月５日 ビッグハート出雲

7 プレミアムステージVol.1　カナディアン・ブラスコンサートin出雲 令和２年　１月２５日 出雲市民会館

8 出雲の春音楽祭２０２０ 令和２年　３月８日 出雲市民会館

9 NHK公開収録「上方演芸会」 令和２年　３月１３日 平田文化館

10 桂吉弥　落語会　Vol.１２ 令和２年　３月２９日 大社文化プレイスうらら館

出雲芸術アカデミー事業

11 出雲フィルハーモニー交響楽団第２３回定期演奏会 ７月１５日 出雲市民会館

12 出雲Jr.フィル第７回プロムナードコンサート １１月１０日 大社文化プレイスうらら館

13 出雲芸術アカデミー音楽院うたなかまこんさーと２０２０ 令和２年　１月２６日 大社文化プレイスうらら館

14 出雲フィルハーモニー夢いっぱい春まちコンサート２０２０ 令和２年　２月１１日 平田文化館

ビッグハート出雲　自主企画事業

15 ビッグ・ハートフル・コンサート２０１９ ８月４日 ビッグハート出雲

博物館事業

16 奇々怪々！おばけ浮世絵展 ７月１３日～９月１日

17 出雲文化協会創立70周年記念　出雲の偉人たち
１０月１２日
     ～１１月２４日

出雲文化伝承館

18
出雲文化伝承館・平田本陣記念館同時開催
アートになった猫たち展　―今も昔もねこが好き―

１２月１１日
     ～令和２年　２月２日

19 早春展　　出雲の茶陶展
令和２年　３月２０日
    　　　　 ～５月中旬

20
マイメロディ♡キキ＆ララ☆展
　―世界的人気キャラクターの誕生と人気の秘密　―

６月２１日
     ～９月１日

21 城戸真亜子展　―ゆれるひかり―
９月１４日
     ～１１月１０日

平田本陣記念館

22
出雲文化伝承館・平田本陣記念館同時開催
アートになった猫たち展　―今も昔もねこが好き―

１２月１１日
     ～令和２年　２月２日

23
羽賀翔一展
―「インチキ君」から「漫画　君たちはどう生きるか」まで―

令和２年　２月２９日
　　　　　　　～５月３１日

別紙


