
■２０１９年１１月行事予定

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ等

第５３回油絵グループ木曜会展（～３日） 平田文化館 ９：００～１７：００ 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

食のボランティア育成講座(高齢者の食事） 大社行政センター １０：００～１３：００ 健康増進課 ２１－６９７９

児童虐待防止推進月間にあたり児童虐待防止に関するパネル展示
（～１２／１）

ゆめタウン出雲
２階南側連絡通路

店舗営業時間
子ども政策課
子ども家庭相談室

２１－６６０４

出雲そば旅　そば店スタンプラリー （～２０２０年２月２９日） 市内各所 各店舗営業時間 観光課 ２１－６５８８

２０１９多伎町文化祭（～３日）
多伎コミュニティーセンター・
海辺の多伎図書館

９：００～１６：００ 文化スポーツ課
多伎コミュニティセンター内
多伎町文化協会事務局
８６－２８５３

２０１９斐川文化祭（～４日）
　「作品展示」

斐川文化会館
９：００～１７：００
（４日は１６：００まで）

文化スポーツ課
斐川文化協会
（斐川文化会館内）
７３－９１８０

荒神谷博物館ホール展示 中尾早乙里作品展
「豆的出雲神話展～いま花ひらく、やおよろ豆の神々～」
（～２９日）

荒神谷博物館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

文化財課
荒神谷博物館
７２ー９０４４

出雲市合併１５周年記念
いずも産業未来博２０１９（～３日）

出雲ドーム １０：００～１６：００ 産業政策課 ２１－６５４９

児童虐待防止推進　街頭啓発活動(チラシ配布） ゆめタウン出雲　 １１：００～１２：００
子ども政策課
子ども家庭相談室

２１－６６０４

子ども・若者支援講演会「心がかぜをひくとき―“安心感”と自立」 市役所　くにびき大ホール １３：３０～１５：３０ 市民活動支援課 ２１－６２９７

みさきナイトフェスタ　ｉｎ　Ａｕｔｕｍｎ 出雲日御碕灯台周辺 １５：００～１９：００ 観光課
出雲観光協会
５３－２１１２

出雲神楽定期公演（出演：神西神代神楽保存会） 日御碕神社 １８：００～１９：００ 観光課
【要予約】
（一）出雲観光協会
５３－２１１２

そば旅コラボイベント
「JAしまね出雲地区本部農業まつり」

ＪＡしまね出雲地区本部前
南側駐車場

９：００～ 観光課
JAしまね出雲地区本部
ふれあい福祉課
２１－６０１３

２０１９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

スサノオの里
こども芸能大会２０１９～地方で受け継ぐ伝統と創造～

スサノオホール ９：３０～１４：３０ 文化スポーツ課
(NPO法人スサノオの風内)
佐田町文化協会事務局
８４－０８３３

２０１９斐川文化祭
「しまね映画祭」

斐川文化会館 大ホール

１０：００～
「山懐に抱かれて」
１３：００～
「マグニフィセント・セブン」

文化スポーツ課
斐川文化協会
（斐川文化会館内）
７３－９１８０

田んぼの生き物調査 稗原コミュニティセンター １０：００～１２：００ 農業振興課
トキ分散飼育センター
２０－１３５０

５日（火）
そば旅コラボイベント
「出雲の酒祭」

パルメイト出雲前広場 １６：００～２０：００ 観光課
出雲酒造協議会
２６－５５９５

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

神迎神事・神迎祭 稲佐の浜→出雲大社 １９：００～ 観光課
出雲観光協会
５３－２１１２

７日（木） 神在祭 出雲大社 ９：００～ 観光課
出雲観光協会
５３－２１１２

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

１０：００～１６：００ 文化スポーツ課

出雲市洋画連盟
会長：北本雅己さん
２２－７１８７
事務局：大塚昌雄さん
２２－２６２６

鰐淵寺紅葉まつり（～１１/２４） 鰐淵寺
８：００～１７：００
（入山受付　１６：３０まで）

観光課
鰐淵寺紅葉まつり実行委
員会事務局（出雲観光協会
平田支所内）６３－０８９３

ミニ企画展「出雲の縄文文化と交流－京田遺跡をひも解く－」
（～２０２０年１月２７日）

出雲弥生の森博物館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

文化財課
出雲弥生の森博物館
２５－１８４１

２０１９斐川文化祭（～１０日）
　「作品展示」

斐川文化会館
[　９日]９：００～１７：００
[１０日]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

人権・同和教育基礎講座（第３回） 市役所　くにびき大ホール １０：００～１２：００ 人権同和政策課 ２２－７５０６

一畑お山の紅葉まつり＆灯めぐり
出雲市小境町
一畑薬師及び
一畑薬師商店街周辺

１１：００～２１：００ 観光課
一畑薬師観光協会
６７－００２９

いずも古着市２０１９ｗｉｔｈエコフェスタ（～１０日） 朱鷺会館

［　９日］１３：３０～１５：３０
衣類及び食品の持込み
［１０日］１０：００～１５：００
各種イベント

環境施設課
いずも古着市実行委員会
事務局（環境施設課内）
２１－６９８８

こころよろこぶアート～宇宙を描く～ 市役所　くにびき大ホール １３：３０～１５：３０ 市民活動支援課 ２１－６５２８

９日（土）

２日（土）

３日
（日・祝）

６日（水）

４日
（月・振休）

１日（金）

【２０１９年１０月１８日現在】
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【２０１９年１０月１８日現在】

らんま先生のｅｃｏ実験パフォーマンス
出雲科学館
サイエンスホール

１４：３０～１５：３０ 出雲科学館 ２５－１５００

令和元年秋季全国火災予防運動（～１５日） 市内各所 － 消防本部予防課 ２１－６９２２

外国人保護者向け説明会（保育所・幼稚園・児童クラブ）
市役所
くにびき大ホール（北側）

１１：００～１２：００
子ども政策課・
保育幼稚園課

２１－６９６３

第６３回出雲市俳句大会
ＪＡしまね出雲地区本部
本館４階

１３：００～１６：００ 文化スポーツ課
出雲市俳句協会
（事務局：稲根さん）
０９０－８２４７－７８６６

出雲市合併１５周年記念
出雲Ｊｒ．フィル　第７回プロムナードコンサート

大社文化プレイスうらら館
１３：２０開場
１４：００開演

文化スポーツ課
出雲芸術アカデミー事務局
２１－６３７１

ミニ企画展関連講演会
「縄文時代の暮らし ―京田遺跡と最先端の研究から―」
山田康弘氏（国立歴史民俗博物館 教授）

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

混声合唱団クリスタルコール平田　第２５回定期演奏会 平田文化館 １４：００開演 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

１１日（月） 神在祭・縁結大祭 出雲大社 １０：００～ 観光課
出雲観光協会
５３－２１１２

出雲市中学生議会 市役所　議場 １３：００～１５：４０ 学校教育課 ２１－６２２４

第２回事業承継セミナー 市役所　くにびき大ホール １８：００～２０：００ 商工振興課 ２１－６５４１

１３日（水） 神在祭・縁結大祭・神等去出祭 出雲大社
神在祭・縁結大祭
１０：００～
神等去出祭　１６：００～

観光課
出雲観光協会
５３－２１１２

１５日（金） 女性のためのヨガクラス～中高年のヨガ～
島根県立大学
出雲キャンパス

１３：００～１５：００ 市民活動支援課 ２１－６５２８

出雲市合併１５周年記念
第１８回いずも音楽コンクール（～１７日）

ビックハート出雲 ９：００～１７：００ 文化スポーツ課
（公財）
出雲市芸術文化振興財団
２１－７５７９

第３５回平田美術展（～１７日）
洋画・日本画・写真・書・工芸

平田本陣記念館
［１６日］９：００～１７：００
［１７日］９：００～１６：００

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

２０１９斐川文化祭（～１７日）
　「作品展示」

斐川文化会館
[１６日]９：００～１７：００
[１７日]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

秋の企画展　巡覧！出雲平野の遺跡シリーズⅤ
『よつがねムラ～姫原の木と水辺のくらし～』（～２０２０年３月２日）

荒神谷博物館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

文化財課
荒神谷博物館
７２ー９０４４

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

９：３０～１２：３０ 建設企画課

建設企画課
２１－６１７６
島根県出雲地区建設業協
会　２１－１１８７

いずもスクールランチクッキング（～１７日） 出雲学校給食センター
両日とも
１０：００～１２：３０

学校給食課 ２８－００６２

働く出雲女子Ｍｅｅｔ Ｕｐ ｉｎ広島
いいオフィス広島
（広島市中区）

１０：００～１３：００ 産業政策課 ２４－７６２０

安来節保存会平田支部
平田民謡発表会

平田文化館 １０：００開演 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

児童虐待防止と対応講座
島根県立大学
出雲キャンパス

１３：３０～１６：３０
子ども政策課
子ども家庭相談室

２１－６６０４

出雲漢詩大会（～１７日） 出雲中央図書館
[１６日]１３：３０～１５：００
[１７日]１０：００～１６：００

文化スポーツ課
出雲漢詩を楽しむ会
（田高さん）
２１－８５４１

平田郷土史研究会シンポジウム
「平田の歴史と小村氏」

平田学習館 １３：３０～１５：００ 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

荒神谷博物館定例講座第１７１回
「出雲平野の自然環境と人為環境
　～よつがねムラの調査結果を基に〜」
　講師：渡邉正巳氏(文化財調査ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ)

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

出雲市民ボランティアウィーク
　～令和の幕開け　紡ごう　ボランティアのこころ～（～２３日）

出雲市内 － 市民活動支援課 ２１－６５２８

第２１回　唐川番茶まつり お茶の里唐川館 ９：３０～１５：００ 農業振興課
唐川親交会 荒木康正さん
０９０－７９９５－７０５３

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５４回出雲市無形文化財発表会 大社文化プレイスうらら館 １０：００～１５：３０ 文化財課 ２１－６８９３

第４１回出雲市川柳大会 パルメイト出雲　４階 １０：００～１６：００ 文化スポーツ課
出雲市川柳連盟
（事務局：柳楽さん）
２２－６０２３

１６日（土）

１０日（日）

１２日（火）

９日（土）

１７日（日）
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【２０１９年１０月１８日現在】

第６９回出雲短歌大会 出雲市民会館 １０：００～１６：００ 文化スポーツ課
出雲短歌会
（事務局：保科ひろみさん）
０９０－７９７２ー３９３２

２０１９斐川文化祭
　「ステージ発表」

斐川文化会館 大ホール １２：００～ 文化スポーツ課
斐川文化協会
（斐川文化会館内）
７３－９１８０

第３０回記念大会
琴城流大正琴出雲支部発表会

出雲市民会館
１２：３０開場
１３：００開演

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

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 ２１－６２９７

ひらた吹奏楽団　第２５回演奏会 平田文化館 １４：００開演 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

食のボランティア育成講座(食事バランスガイドの活用と献立作成） 市役所　くにびき大ホール １０：００～１２：００ 健康増進課 ２１－６９７９

心理学から見える日常の面白さ、私たちの面白さ 市役所　くにびき大ホール １３：３０～１５：００ 市民活動支援課 ２１－６５２８

人権・作文ポスターコンクール表彰式 市役所　３階　大会議室 １６：００～１７：００ 学校教育課 ２１－６２２４

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２０１９ｉｎ出雲」

平田文化館 ９：００～１６：３０ 商工振興課 ２１－６５４１

ソフトボール女子TOP日本代表　出雲キャンプ（～２６日）

　　　［２１日］　歓迎セレモニー
出雲縁結び空港
国際線ターミナル

１２：００頃　予定

　　　［２２日～２５日］　公開練習 出雲健康公園 公開時間調整中

　　　［２３日～２４日］　にぎわいイベント 出雲健康公園 ９：００～１５：００

豪雨災害被災者支援活動
真備町写真洗浄＠あらいぐま　講演会

出雲市総合
ボランティアセンター

１３：３０～１５：００ 市民活動支援課 ２１－６５２８

そば旅コラボイベント
「出雲そば食べ放題」

島根ワイナリー 未定 観光課
島根ワイナリー営業企画課
５３－５５７７

２２日（金） 第４５回大社町総合美術展（～２４日） 大社文化プレイスうらら館
９：００～１７：００
（２４日は１６：００まで）

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１７回出雲和文化まつり（～２４日） 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
２１－２４６１

ゆずの収穫と調理体験 立久恵峡わかあゆの里 ９：３０～１３：３０ 観光課
立久恵峡わかあゆの里
４５－０１０２

医療従事者のための手話入門講座 市役所　くにびき大ホール １０：００～１１：３０ 福祉推進課 ２１－６９５９

出雲和紙ちぎり絵展（～２５日） ビッグハート出雲
１０：００～１７：００
（２５日は１６：００まで）

文化スポーツ課
出雲和紙ちぎり絵協会
（森岡さん）
２２－７６９６

館長講座②「瓦から島根の歴史をひも解く」
講師：花谷　浩（出雲弥生の森博物館　館長）

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

出雲神楽定期公演（出演：宇那手神楽保存会） 日御碕神社 １７：３０～１８：３０ 観光課
【要予約】
（一）出雲観光協会
５３－２１１２

出雲歌舞伎公演　むらくも座２０１９ スサノオホール
１０：００開演
１４：３０打ち出し予定

文化スポーツ課
(NPO法人スサノオの風内)
佐田町文化協会事務局
８４－０８３３

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

しまね子ども読書フェスティバルin出雲
絵本作家・鈴木まもる氏講演会
「絵本と鳥の巣の不思議―鳥の巣が教えてくれること。」

出雲中央図書館 １３：３０～１５：３０ 出雲中央図書館

しまね子ども読書フェスティ
バルin出雲実行委員会（出
雲中央図書館内）
２１－６２７１

第３３回プラタナス・Ｍｙ・コンサート 平田文化館 １４：００開演 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

２５日（月） 定例記者会見 市役所　市民応接室 １３：３０～１４：３０ 広報課 ２１－８５７８

出雲市教育委員会定例会 市役所　市民応接室 １４：００～１６：００ 教育政策課 ２１－６８７４

令和元年度第４回出雲市子ども・子育て会議 市役所 ６階　委員会室 １４：００～１６：３０ 子ども政策課 ２１－６２１８

２７日（水）
ギャラリー展Ⅲ
「出雲の赤 ―古墳時代編―」（～２０２０年２月２４日）

出雲弥生の森博物館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

文化財課
出雲弥生の森博物館
２５－１８４１

文化スポーツ課 ２１－６８０８

２６日（火）

１７日（日）

２１日（木）

２３日
（土・祝）

２４日（日）

１９日（火）



■２０１９年１１月行事予定

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ等

【２０１９年１０月１８日現在】

２８日（木） 出雲そば旅　そば打ち体験 出雲文化伝承館 １３：３０～１４：３０ 観光課 ２１－６５８８

２９日（金） 築地松フォトコンテスト　授賞式 市役所　市民応接室 １０：００～１０：３０ 建築住宅課 ２１－６１７６

３０日（土）
出雲市合併１５周年記念
認知症ケア・フォーラムｉｎいずも

市役所　くにびき大ホール １３：３０～１６：３０ 医療介護連携課 ２１－６１０６

出雲市合併１５周年記念
雲のふしぎ展～出雲と雲はどんな関係なの？～（～１１／４）

出雲科学館 ９：３０～１７：３０ 出雲科学館 ２５－１５００

周期表ってなんだろう？～国際周期表年を祝おう～（～１１／４） 出雲科学館 ９：３０～１７：３０ 出雲科学館 ２５－１５００

２０１９斐川文化祭
「菊花展・盆栽展」（～１１／４）

原鹿の旧豪農屋敷
９：３０～１７：００
（１１／４は１６：００まで）

文化スポーツ課
斐川文化協会
（斐川文化会館内）
７３－９１８０

出雲市合併１５周年記念
城戸真亜子展　－ゆれるひかり－（～１１／１０）

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

出雲市合併１５周年記念事業
出雲市文化協会創立７０周年記念　出雲の偉人たち（～１１／２４）

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
２１－２４６１

ギャラリー展「没後１８０年　西山砂保　－出雲の近代医学の先駆け－」
 （～１１／２５）

出雲弥生の森博物館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

文化財課
出雲弥生の森博物館
２５－１８４１

日本遺産の夕景鑑賞ツアー（～１１月、毎月第１・第３土曜日）
集合場所：
日御碕ビジターセンター

１５：４０～ 観光課
【要予約】
日御碕ビジターセンター
５４－５４００

日御碕の絶景観光ツアー（～１１月、毎週土・日曜日）
集合場所：
日御碕ビジターセンター

１４：００～ 観光課
【要予約】
日御碕ビジターセンター
５４－５４００

“風待ちの港”鷺浦まち歩き
（～１１月、毎週日曜日）

集合場所：
鵜鷺コミュニティセンター

１０：００、１２：００、１４：００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観光課
【要予約】
（一）出雲観光協会
５３－２１１２

トキの一般公開（～１２／２８、火曜日定休） 出雲市トキ公開施設 １０：００～１５：００
農業振興課
トキ分散飼育セン
ター

２０－１３５０

『仁』　県内初例の刻書文字 －高西遺跡の調査から－
（～２０２０年２月３日）

出雲弥生の森博物館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

文化財課
出雲弥生の森博物館
２５－１８４１

開催中


