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出雲ドーム2000人の吹奏楽出雲ドーム2000人の吹奏楽第28回第28回
と　きと　き

★臨時駐車場★臨時駐車場
サンプラス、島崎電機、生協しまね、NHK放送塔サンプラス、島崎電機、生協しまね、NHK放送塔
★交 通 規 制★交 通 規 制
●日　　時／9月７日（土） 15：00～21：30
●規制区間／出雲健康公園 外周道路
　　　　　　（北側・東側・南側）を右回りの一方通行

●日　　時／9月７日（土） 15：00～21：30
●規制区間／出雲健康公園 外周道路
　　　　　　（北側・東側・南側）を右回りの一方通行

９月7日（土）16：45開演（16：00開場）
ところところ 出雲健康公園 出雲ドーム
出場団体出場団体 保育園等❸ 小学校❺ 中学校❾ 高等学校11 一般❹
司　会司　会 布野 まちこ・宮本 美香

入場料等、
詳しくは

ホームページを
ご覧ください

おたずね／出雲ドーム2000人の吹奏楽実行委員会事務局（文化スポーツ課内）　☎ ２１－６５１４おたずね／出雲ドーム2000人の吹奏楽実行委員会事務局（文化スポーツ課内）　☎ ２１－６５１４

ご来場の皆様へ

※臨時駐車場は各社のご好意
　によりお借りしています。
　営業日の会社もあります。
　ご利用の際には、マナーを
　お守りください。
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島根森紙業株式会社
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無料シャトルバス・臨時駐車場のご案内　　　　　　　　まだまだ残暑が厳しい時期です。
ご来場の際は、水筒や冷却用のタオルをお持ちいた
だくなど、熱中症対策を万全に！霧吹きに水を入れ
て携帯するのも効果的です☆

ご来場の際は、シャトルバスまたは臨時駐車場をご
利用ください。
臨時駐車場は、各社のご好意によりお借りしていま
す。ご利用の際には、マナーをお守りください。
会場周辺の店舗・私有地などへの無断駐車、路上駐
車は絶対にやめてください。

おたずね／出雲中央図書館　☎２１－６８２６ 協賛：一般社団法人 出雲市文化協会

１９４７年、下関生まれ。
１９７９年に全国でも珍しい
子どもの本の専門店「こど
もの広場」を下関に開店。
約２０年前から学校の図書
室を活性化し、子どもと本
を結ぶために「本を選ぶ会
選書会」を企画・実践して
いる。下関市内の小中学校
を中心に、年間約５０校を
訪問、ブックトーク等を行っ
ている。

角野 栄子 氏講師 かど   の えい   こ 
児童文学作家

横山 眞佐子 氏講師 よこ やま ま 　さ　 こ
㈱こどもの広場 代表

『魔女の宅急便』
角野栄子/作
林明子/画
福音館書店/刊

『おばけのアッチ　
スパゲッティ・

　　ノックダウン！』
角野栄子/さく
佐々木洋子/え
ポプラ社/刊

『キキとジジ　　
　魔女の宅急便

　　　　特別編その２』　
角野栄子/作
佐竹美保/画
福音館書店/刊

１９３５年、東京生まれ。早稲田大学教
育学部卒業後、２４歳でブラジルに渡
り約２年間滞在。その体験をもとにし
たノンフィクション『ルイジンニョ少年 
ブラジルをたずねて』で１９７０年にデ
ビュー。野間児童文芸賞、小学館文
学賞などを受賞した『魔女の宅急便』
（１９８５年福音館書店）は、１９８９年ス
タジオジブリでアニメ映画化され、大
ヒットを記録。
２０１８年には「児童文学のノーベル賞」
ともいわれる国際アンデルセン賞作家
賞を受賞。



詳細については、各部門に直接お問い合わせください。

出雲総合芸術文化祭（市民参加部門）の作品募集
申込み先：申　問い合わせ先：問　申込み締切：〆

第25回
部門 催物名・開催日・会場 出品規格等 申込方法

書　道

出雲市美術展［書道］
10月25日（金）～27日（日）
ビッグハート出雲
アートギャラリー

対象：市在住または在勤者
作品規格：仕上がり寸法 ヨコ90㎝以内（タテ
については、概ね180㎝以内）の書造形作品
点数：1人1点
その他：額装または軸装した未発表作品に限る。
アクリル可、ガラス使用は認めない。刻字は別。
●搬入　10月24日（木）13:00～14:00
●搬出　10月27日（日）16:00～17:00

所定の出品連絡票に記入のうえ、郵送また
はFAXで申し込む。
申〒693-0001 今市町1225
　杉原恒心 宛
　☎/FAX　22-1621
〆 9月20日（金）
※出品料1,000円（搬入時に提出）

短　歌

第69回出雲短歌大会
11月17日（日）
出雲市民会館
302会議室

点数：1人1首（近作品） 住所･氏名･電話番号を明記のうえ、出詠
料1,000円(切手不可）を添えて申し込む。
申〒699-0611 斐川町阿宮1149
　出雲短歌大会事務局 保科ひろみ 宛
　☎090-7972-3932
〆 9月10日(火)

洋　画

出雲市美術展［洋画］
11月8日（金）～10日（日）
出雲文化伝承館
縁結び交流館

サイズ：油彩は6号～100号
水彩は八ツ切（約36.4㎝×25.7㎝）以上
版画は特に制限なし
●搬入　11月  7日（木）13:00～15:00
●搬出　11月10日（日）16:00～17:00

㈲米原画材店頭にある所定の申込用紙に
記入のうえ、出品料1,500円を添えて申し
込む。
申〒693-0001 今市町716  ㈲米原画材
　☎21-0766
〆 10月27日（日）

俳　句

第63回出雲市俳句大会
11月10日（日）
ＪＡしまね出雲地区本部
401会議室

①事前募集句：雑詠3句
②大会当日句：当季（秋・冬）雑詠3句
その他：未発表作品に限る。

①事前募集句
投句料1,000円（現金または小為替で、
切手は不可）を添えて、俳句・住所・氏名
を明記のうえ、郵送で申し込む。

申〒693-0014 武志町1072-1 吉田伸司 宛
〆 9月27日（金）
②大会当日句

大会当日、俳句と投句料1,000円を受
付へ。　受付時間　11:30～12:30

問出雲市俳句協会　
　事務局：稲根　☎090-8247-7866

川　柳
第41回出雲市川柳大会
11月17日（日）
パルメイト出雲4階
パルメイトホール

兼題：｢旅」「勝つ」「景色」「いろいろ」「ショッ
ク」「売る」（各題2句出句）

投句料1,000円(現金または小為替で。切手
不可)を添えて申し込む。
申〒693-0013 荻杼町363 柳楽たえこ 宛
〆 10月20日（日）

パッチ
ワーク

パッチワーク・キルト展
10月18日（金）～20日（日）
出雲文化伝承館
縁結び交流館

教室に所属せず、オリジナル作品に限る。
●搬入　10月17日（木）10:00～13:00
●搬出　10月20日（日）16:00～17:00

はがきに、住所・氏名・電話番号・作品のタイトル・作
品のサイズ・簡単なコメントを明記し、申し込む。
申〒691-0022 別所町７ 津戸幸子 宛
☎66-0677
〆 9月30日（月）
※出品料は、1点につき1,000円（搬入時に提出）

漢　詩

出雲漢詩大会
11月16日（土）･17日（日）
出雲市立出雲中央図書館

詩題は自由
自作の漢詩（絶句、律詩）

漢詩に読下し文と、投稿料1詩1,000円を
添えて、郵送で申し込む。
申〒693-0062　中野町697-18　
　出雲漢詩を楽しむ会 事務局 田高一成 宛
〆 10月1日（火）

日本画

出雲市美術展［日本画］
12月5日（木）～7日（土）
出雲文化伝承館
縁結び交流館

①未発表作品（賞対象）
点　数：1人3点まで
サイズ：6号～20号
その他：額装されたもの

②公募作品済作品（賞対象外）
点　数：1人1点
サイズ：50号まではタテヨコ自由画面
　　　 60号～80号は、タテのみ
その他：額装されたもの
※墨絵は受付しない。

●搬入　12月4日（水）13:00～13:30
●搬出　12月7日（土）16:15～17:00

募集要項の申込用紙に記入のうえ、事務
局または米原画材へ申し込む。
申斐川町直江4430　事務局　原　宛
　☎/FAX 72-2883
　米原画材
　☎ 21-0766　FAX 21-3350
〆 11月17日(日）
※出品料1,000円(搬入時に提出も可）

写　真

出雲市美術展［写真］
1月31日（金）～2月2日（日）
ＪＡしまねラピタ本店
３階 展示場

サイズ：四ツ切、ワイド四ツ切、A4
点　数：1人3点まで(カラー ･モノクロ）
その他：単写真で未発表作品に限る。額装
はガラスを外す。撮影された作品は、本人ま
たは管理者に了解を得て出品する。
●搬入　1月12日（日）13:30～17:00
●搬出　2月 2日（日）16:30～18:00

募集要領の配置場所：カメラのキタムラ出
雲東店、出雲店、フォトショップヒヤマ
搬入日の受付時間内に、ラピタ本店３階
へ持ち込む。（事前申込み不要）
問山根 功　☎ 24-0552
※出品料は、１点につき1,000円
　（搬入時に提出）
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