
2019年度　地域の市民芸術文化の催し
音　楽

郷土・伝統文化

美　術

文　芸

華道 ・ 園芸

生活文化

「出雲歌舞伎公演 ・
むらくも座２０１９」
こども歌舞伎
白浪五人男

「こども芸能大会」こどもどじょう掬い

クリスタルコール平田 定期演奏会

油絵グループ木曜会

● 大社ユナイテッドウインド第22回定期演奏会 
　5月26日（日）／大社文化プレイスうらら館／大人200円、高校生以下無料
● 出雲吹奏楽団　第41回定期演奏会 
　6月9日（日）／出雲市民会館／有料
● 混声合唱団クリスタルコール平田
　第25回定期演奏会 
　11月10日（日）／平田文化館／
　有料
● 琴城流大正琴
　第30回記念出雲支部発表会　 
　11月17日（日）／出雲市民会館／
　 無料
● ひらた吹奏楽団　第25回演奏会 
　11月17日（日）／平田文化館／有料
● 第33回プラタナス・Ｍｙ・コンサート 
　11月24日（日）／平田文化館／無料
● 第36回出雲市民合唱祭みんなで歌うコーラスコンサート 
　12月1日（日）／ビッグハート出雲／一般500円、高校生以下無料
● 村上 彩ヴァイオリンリサイタル　大社町音楽協会主催 
　12月15日（日）／大社文化プレイスうらら館／有料
● 2020平田青少年新春コンサート 
　1月13日（月・祝）／平田文化館／有料

● 平田短歌大会
　10月19日（土）／平田文化館／無料
● 第63回出雲市俳句大会
　11月10日(日）／会場調整中
● 出雲市漢詩大会
　11月16日（土）・17日(日）／出雲中央図書館／無料
● 第41回出雲市川柳大会
　11月17日（日）／パルメイト出雲 パルメイトホール／無料（投句料1,000円）
● 第69回出雲短歌大会
　11月17日(日）／出雲市民会館 302会議室／無料（出品出詠料1,000円）

● 池坊・小原流合同いけばな展
　10月20日(日）･21日（月）／平田文化館／無料
● 大社出雲菊の会菊花大会
　10月28日（月）～11月23日（土・祝）／出雲大社勢溜／無料

● 出雲市福祉芸術文化祭はあとピアいずも
　10月12日（土）・13日（日）／大社文化プレイスうらら館／無料
● ２０１９多伎町文化祭
　11月2日（土）・3日（日・祝）／多伎コミュニティセンター・海辺の多伎図書館
    ／無料
● 2019斐川文化祭
　11月（調整中）／斐川文化会館・原鹿の旧豪農屋敷／無料（お茶席有料）

● スサノオの里 スーパー神楽2019
 6月2日（日）／スサノオホール／
 全席指定一般3,000円、中学生以下2,000円、未就学児膝上無料
● いずも・音・舞 第4回出雲邦楽邦舞の会
 10月27日（日）／スサノオホール／1,000円、高校生以下無料
● スサノオの里
 こども芸能大会2019
 11月3日（日・祝）／
 スサノオホール／無料
● 安来節保存会平田支部
 平田民謡発表会
 11月16日（土）／平田文化館／
 無料
● 第54回
 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／
 ５００円（前売り４００円、中学生以下無料）
● 出雲歌舞伎公演・むらくも座２０１９
 11月24日（日）／スサノオホール／
 全席指定:S席3,000円、
 S席中学生以下1,500円、A席2,000円、B席1,000円、
 お茶付き幕の内お弁当券1,000円

● 舞踊と邦楽の会
 12月1日（日）／大社文化プレイスうらら館／800円（当日1,000円）
● 気更来民踊のつどい
　日程調整中／平田文化館／未定

〒693-0002 出雲市今市町北本町2丁目1-10 TEL0853-21-7580
※日程、料金、会場など内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

発行 ：      公益財団法人出雲市芸術文化振興財団

● 平田書道展
　5月18日（土）・19日（日）／平田文化館／無料
● 油絵グループたけの子会展
　9月21日（土）・22日（日）／
　平田文化館／無料

● 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／
　 無料
● 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／無料
● 第53回油絵グループ木曜会展
　11月1日（金)～3日（日・祝）／平田文化館／無料
● 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／無料
● 第35回平田美術展
　11月16日（土）・17日（日）／平田本陣記念館／無料
● 第45回大社町総合美術展
　11月22日（金）～24日（日）／大社文化プレイスうらら館／無料
● 出雲和紙ちぎり絵展
　11月23日（土・祝）～25日（月）／ビッグハート出雲　アートギャラリー／無料
● 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／無料
● 出雲市美術展 ［写真］
　1月31日（金）～2月2日（日）／ラピタ本店3階展示場／無料

出雲メセナ協会
新規会員募集中！！1口1万円(年会費）から、
　  あなたも出雲メセナ協会の会員に！！    

【問合せ】出雲メセナ協会事務局　        
〒693-0002 出雲市今市町北本町2丁目1-10　
出雲交流会館内　TEL.0853-21-7580        
Web.　http://izumo-zaidan.jp/tag/mesena/

出雲メセナ協会をご存知ですか？ 出雲メセナ協会は出雲地域の
芸術・文化活動を応援する島根県では唯一のメセナ組織です。       

Photo：
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　出雲総合芸術文化祭は、地方ではなかなか触れる機会の少ない内外の優れた芸術作品やアーティスト
の招致、新しいジャンルへの取組、郷土の伝統芸能や文化の紹介、文化講演の開催など多彩な内容
で行います。地域における芸術文化の水準を高め、様々な芸術文化活動への市民の積極的な参加を促
します。

主催／出雲市、出雲市教育委員会、公益財団法人出雲市芸術文化振興財団

出雲フィルハーモニー交響楽団
第23回定期演奏会

桂 吉弥 落語会
Vol.12
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五嶋みどり ヴァイオリン・リサイタル2019
～神々の息吹に誘われて～（仮）

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

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 －

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」
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展示・教室

◆朝鮮陶磁と東南アジアの“やきもの”
　― 時を飾った器たち ―
 ●4月2日（火）～5月12日（日）
 ●一般800円（700円）、高校生以下無料

◆出雲の洋画展
 ●6月1日（土）～6月30日（日）
 ●一般500円（400円）、高校生以下無料

◆奇々怪 ！々おばけ浮世絵展
 ●7月13日（土）～9月1日（日）
 ●一般800円（700円）、高校生以下無料

◆出雲市文化協会創立70周年記念　　
　出雲の偉人たち
 ●10月12日（土）～11月24日（日）
 ●一般700円（600円）、高校生以下無料

◆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（水）～2月2日（日）※年末年始休館　●一般600円（500円）、高校生以下無料

◆出雲の茶陶展　●3月20日（金・祝）～5月中旬
 ●一般800円（700円）、高校生以下無料

◆第17回出雲和文化まつり
 ●11月23日（土・祝）・24日（日）　●有料

◆第28回早春の茶会
 ●3月28日（土）・29日（日）　●有料

◆伝承館こども和文化クラブ　茶道・いけばな・箏・日本舞踊
 ●5月～３月　●有料

◆伝承館こども教室（各種教室）　●夏休み・冬休み　●有料

◆第17回学校茶道合同茶会　
 ●日程調整中　●高校生以下無料、一般500円

◆文化講座「能楽の楽しみ方とワークショップ」　
 ●5月11日（土）　●無料

◆文化講座「絵画教室」
 ●6月16日（日）　●一般1,500円、高校生以下無料

◆文化講座「出雲流庭園講座」（仮）  ●6月23日（日）・30日（日）　●300円

◆生誕110年記念 山川惣治展
　― 「少年王者」「少年ケニヤ」の絵物語作家 ―
 ●6月9日（日）まで

◆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（金）～9月1日（日）

◆城戸真亜子展 ― ゆれるひかり―
 ●9月14日（土）～11月10日（日）

◆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（水）～2月2日（日）
 　※年末年始休館

◆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―
 ●2020年2月29日（土）～5月31日（日）

◆美術館コレクション展「青の世界…光の始まりは青から」　
 ●4月2日（火）～5月26日（日）
◆第16回  恒例春のお茶会（不昧流） ●4月13日（土）・14日（日）
◆開館15周年記念特別展 今井美術館コレクション「院展同人秀作展」
 ●6月8日（土）～7月28日（日）
◆「谷口良太が描く世界」ポスター原画展 ●8月31日（土）～9月29日（日）
◆｢古希記念･第3回鳥屋尾敬展― 回顧から展望へ―｣
 ●10月5日（土）～10月27日（日）
◆｢極美展・山陰極美大賞展｣ ●11月3日（日・祝）～11月30日（土）
◆秋の花展（池坊） ●11月9日（土）・10日（日）

◆布澄会パッチワークキルト展
　 ●4月29日（月・祝）～5月26日（日）　●無料
　 ●小物作りの体験講習（有料）もあります。
◆2019手づくり作品展㏌豪農屋敷
　 ●9月14日（土）～16日（月・祝）　●無料
◆ひかわ神楽まつり2019　●11月9日（土）　●有料

◆常設展・特別展　●通年

◆企画展 出雲平野から見る縄文時代シリーズその2
　「海馬文様の展開～縄文時代後期の出雲ブランド～」
　 ●7月8日（月）まで　●一般：420円（336円）、高大生：210円（168円）、小中生：110円（88円）
◆特別展 魏志倭人伝シリーズⅥ「ムナカタ国展」 ― 海の民のクニ ―（仮）
 ●7月13日（土）～ 8月26日（月）　
 ●一般：520円（416円）、高大生：260円（208円）、小中生：130円（104円）
◆企画展 出雲平野の遺跡シリーズⅤ「姫原遺跡展」（仮）
 ●11月16日（土）～ 3月2日（月）　
 ●一般：420円（336円）、高大生：210円（168円）、小中生：110円（88円）
◆企画展 出雲平野から見る縄文時代シリーズその3「出雲の縄文」（仮）
 ●2020年3月7日（土）～ 7月6日（月）　
 ●一般：420円（336円）、高大生：210円（168円）、小中生：110円（88円）

◆企画展「ふるさと今昔物語その3  ― 平田地域 ―」　●5月20日（月）まで
◆企画展「出雲の発掘350年史」（仮）  ●7月13日（土）～ 9月30日（月）

◆春の山野草展
 ●4月12日（金）～ 14日（日） ●無料
◆絵手紙展　
 ●6月21日（金）～ 23日（日） ●無料
◆風ラン鑑賞会
 ●7月5日（金）～ 7日（日） ●無料
◆水墨画作品展
 ●8月29日（木）～ 9月1日（日） ●無料
◆黙耀会書道展
 ●9月20日（金）～ 22日（日） ●無料
◆竹細工教室
 ●9月下旬～ 2月下旬 ●無料

出雲弥生の森博物館  出雲市大津町2760　TEL25-1841《火曜日休館》

荒神谷博物館  出雲市斐川町神庭873-8　TEL72-9044《火曜日休館》

原鹿の旧豪農屋敷  出雲市斐川町原鹿640-1　TEL72-9747

出雲民藝館  出雲市知井宮町628　TEL22-6397《月曜日休館》

キキ＆ララ／商品用原画1982年
（マイメロディ　キキ＆ララ展）

少年王者　1974（昭和49）頃

A sleeping water
（Plitvice）2008

竹久夢二「黒猫を抱く女」
1920（大正9）

「漫画  君たちはどう生きるか」表紙
（マガジンハウス）

Ⓒ羽賀翔一／コルク

マイメロディ
／グリーティングカード用原画

1976年（マイメロディ　キキ＆ララ展）
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一般600円（500円）、高校生以下無料　※（　）内は20名以上の団体料金

大人600円（500円）、中学生以下無料

平田本陣記念館  出雲市平田町515　TEL62-5090《火曜日休館》

出雲文化伝承館  出雲市浜町520　TEL21-2460《月曜日休館》《祝日は開館》

入場
無料

多伎文化伝習館  出雲市多伎町口田儀762-3　TEL86-2611

◆第28回「出雲ドーム2000人の吹奏楽」
 ●9月7日（土）　●出雲ドーム
 

　

◆沢田研二 LIVE 2019「SHOUT!」
 ●9月23日（月・祝）17:00開演（16：30開場）
 ●出雲市民会館
 ●全席指定　8,000円

◆五嶋みどり ヴァイオリン・リサイタル2019
　～神々の息吹に誘われて～（仮）
 ●10月5日（土）　●大社文化プレイスうらら館
 　

◆第18回いずも音楽コンクール
 ●11月16（土）・17日（日）　●ビッグハート出雲　

◆第18回いずも新春コンサート
 ●1月5日（日）　●ビッグハート出雲　

◆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
 ●1月25日（土）　●出雲市民会館　

◆出雲の春音楽祭2020
 ●3月8日（日）　●出雲市民会館　

◆第17回サウンドフェスタ大心路
 ●9月1日(日)　
 ●ビッグハート出雲

◆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(日）　14:00開演(13:30開場)
    ●大社文化プレイスうらら館
　●全席自由　一般3,000円、高校生以下1,500円

◆第28回出雲阿国歌舞伎 松竹大歌舞伎
 ●4月18日（木） 【昼の部】14:00開演（13:30開場）
  【夜の部】18:30開演（18:00開場）　
 ●出雲市民会館
 ●全席指定　S席7,500円、A席6,000円、B席3,000円

◆NHK公開収録「上方演芸会」
 ●3月13日（金）　●平田文化館
 ※応募方法などの詳細は、開催2か月前頃にNHK松江放送局のホームページや
 　放送でお知らせします。

◆桂 吉弥 落語会 Vol.12
 ●3月29日（日）　開演14：00（開場13：30）
 ●大社文化プレイスうらら館
 ●2,000円（当日2,500円）

◆出雲芸術アカデミー音楽院
　第14回ファミリーコンサート
 ●4月21日（日）14：00開演（13：20開場）　 
 ●大社文化プレイスうらら館
 ●全席自由　500円（当日600円）　

◆将棋フェスティバル
　・第9回里見香奈杯争奪　
     出雲弥生の森ジュニア将棋大会
　・プロ棋士指導対局
 ●7月28日(日）　●出雲弥生の森博物館
 

◆出雲囲碁フェスティバル
　・第17回出雲ジュニア囲碁大会
　・プロ棋士ジュニア指導対局
 ●8月3日（土）　●大社文化プレイスうらら館
 

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

今岡美術館  出雲市天神町856　TEL25-2239《月曜日休館（祝日は開館）》

◆館蔵絵画展
 ●5月27日（月）まで
 　4月23日～ 25日は展示替えのため休館
◆魅惑の漆器　●6月5日（水）～ 9月2日（月）

◆文字とともに　●9月8日（日）～ 10月21日（月）
◆出雲焼の試み　●10月30日（水）～ 12月23日（月）
◆出雲今昔Ⅲ ― 学ぶ、遊ぶ ―　●1月8日（水）～ 3月8日（日）

大人600円（500円）、高校生以下400円（300円）　※（　）内は20名以上の団体料金

手錢記念館  出雲市大社町杵築西2450-1　TEL53-2000《火曜日休館（祝日は開館）》

柘榴寿帯鳥図
藝愛作

室町時代後期

分院青花龍文大壺
朝鮮時代

若槻礼次郎　暢神　昭和時代

和文化まつり

能楽の楽しみ方

中村梅玉 松本錦吾 澤村宗之助 大谷廣太郎 市川高麗蔵 松本幸四郎
市川染五郎改め

松本白鸚
松本幸四郎改め

※（　）内は20名以上の団体料金

※（　）内は20名以上の団体料金

※（　）内はシニア・団体料金

堆朱はしか彫人物文菊形喰籠

◆月見の会
 ●10月11日（金） ●無料
◆秋の盆栽展
 ●10月26日（土）・27（日） ●無料
◆しめ縄教室
 ●12月14日（土） ●参加費500円
◆かるた会
 ●1月12日（日） ●無料
◆多伎こども園作品展
 ●2月14日（金）～ 16日（日） ●無料
◆竹細工・つるかご・わら細工作品展
 ●2月21日（金）～ 23日（日・祝） ●無料

◆出雲フィルハーモニー・オーケストラ・セミナー２０１9
 ●7月13日（土）～ 15日（月・祝）　●出雲市民会館

◆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（月・祝）14：00開演（13：00開場）
 ●出雲市民会館　　
 ●全席自由 一般1,500円（当日1,800円）
  ユース800円（当日1,000円）
  ペア2,500円（前売のみ）　

◆出雲Ｊｒ．フィル
　第7回プロムナードコンサート
 ●11月10日（日）
       14:00開演（13:20開場）　
 ●大社文化プレイスうらら館
 ●全席自由　800円（当日1,000円）

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

◆出雲フィルハーモニー
 夢いっぱい♪
　春まちコンサート2020
 ●2月11日（火・祝）　●平田文化館

Ⓒ1976.2019 SANRIO CO.,LTD
APPROVAL NO.SP591322

大人500円（400円）、小学生100円（80円） ※（　）内は20名以上の団体料金



音楽

舞台

伝統
芸能

生活
文化

展示・教室

◆朝鮮陶磁と東南アジアの“やきもの”
　― 時を飾った器たち ―
 ●4月2日（火）～5月12日（日）
 ●一般800円（700円）、高校生以下無料

◆出雲の洋画展
 ●6月1日（土）～6月30日（日）
 ●一般500円（400円）、高校生以下無料

◆奇々怪 ！々おばけ浮世絵展
 ●7月13日（土）～9月1日（日）
 ●一般800円（700円）、高校生以下無料

◆出雲市文化協会創立70周年記念　　
　出雲の偉人たち
 ●10月12日（土）～11月24日（日）
 ●一般700円（600円）、高校生以下無料

◆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（水）～2月2日（日）※年末年始休館　●一般600円（500円）、高校生以下無料

◆出雲の茶陶展　●3月20日（金・祝）～5月中旬
 ●一般800円（700円）、高校生以下無料

◆第17回出雲和文化まつり
 ●11月23日（土・祝）・24日（日）　●有料

◆第28回早春の茶会
 ●3月28日（土）・29日（日）　●有料

◆伝承館こども和文化クラブ　茶道・いけばな・箏・日本舞踊
 ●5月～３月　●有料

◆伝承館こども教室（各種教室）　●夏休み・冬休み　●有料

◆第17回学校茶道合同茶会　
 ●日程調整中　●高校生以下無料、一般500円

◆文化講座「能楽の楽しみ方とワークショップ」　
 ●5月11日（土）　●無料

◆文化講座「絵画教室」
 ●6月16日（日）　●一般1,500円、高校生以下無料

◆文化講座「出雲流庭園講座」（仮）  ●6月23日（日）・30日（日）　●300円

◆生誕110年記念 山川惣治展
　― 「少年王者」「少年ケニヤ」の絵物語作家 ―
 ●6月9日（日）まで

◆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（金）～9月1日（日）

◆城戸真亜子展 ― ゆれるひかり―
 ●9月14日（土）～11月10日（日）

◆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（水）～2月2日（日）
 　※年末年始休館

◆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―
 ●2020年2月29日（土）～5月31日（日）

◆美術館コレクション展「青の世界…光の始まりは青から」　
 ●4月2日（火）～5月26日（日）
◆第16回  恒例春のお茶会（不昧流） ●4月13日（土）・14日（日）
◆開館15周年記念特別展 今井美術館コレクション「院展同人秀作展」
 ●6月8日（土）～7月28日（日）
◆「谷口良太が描く世界」ポスター原画展 ●8月31日（土）～9月29日（日）
◆｢古希記念･第3回鳥屋尾敬展― 回顧から展望へ―｣
 ●10月5日（土）～10月27日（日）
◆｢極美展・山陰極美大賞展｣ ●11月3日（日・祝）～11月30日（土）
◆秋の花展（池坊） ●11月9日（土）・10日（日）

◆布澄会パッチワークキルト展
　 ●4月29日（月・祝）～5月26日（日）　●無料
　 ●小物作りの体験講習（有料）もあります。
◆2019手づくり作品展㏌豪農屋敷
　 ●9月14日（土）～16日（月・祝）　●無料
◆ひかわ神楽まつり2019　●11月9日（土）　●有料

◆常設展・特別展　●通年

◆企画展 出雲平野から見る縄文時代シリーズその2
　「海馬文様の展開～縄文時代後期の出雲ブランド～」
　 ●7月8日（月）まで　●一般：420円（336円）、高大生：210円（168円）、小中生：110円（88円）
◆特別展 魏志倭人伝シリーズⅥ「ムナカタ国展」 ― 海の民のクニ ―（仮）
 ●7月13日（土）～ 8月26日（月）　
 ●一般：520円（416円）、高大生：260円（208円）、小中生：130円（104円）
◆企画展 出雲平野の遺跡シリーズⅤ「姫原遺跡展」（仮）
 ●11月16日（土）～ 3月2日（月）　
 ●一般：420円（336円）、高大生：210円（168円）、小中生：110円（88円）
◆企画展 出雲平野から見る縄文時代シリーズその3「出雲の縄文」（仮）
 ●2020年3月7日（土）～ 7月6日（月）　
 ●一般：420円（336円）、高大生：210円（168円）、小中生：110円（88円）

◆企画展「ふるさと今昔物語その3  ― 平田地域 ―」　●5月20日（月）まで
◆企画展「出雲の発掘350年史」（仮）  ●7月13日（土）～ 9月30日（月）

◆春の山野草展
 ●4月12日（金）～ 14日（日） ●無料
◆絵手紙展　
 ●6月21日（金）～ 23日（日） ●無料
◆風ラン鑑賞会
 ●7月5日（金）～ 7日（日） ●無料
◆水墨画作品展
 ●8月29日（木）～ 9月1日（日） ●無料
◆黙耀会書道展
 ●9月20日（金）～ 22日（日） ●無料
◆竹細工教室
 ●9月下旬～ 2月下旬 ●無料

出雲弥生の森博物館  出雲市大津町2760　TEL25-1841《火曜日休館》

荒神谷博物館  出雲市斐川町神庭873-8　TEL72-9044《火曜日休館》

原鹿の旧豪農屋敷  出雲市斐川町原鹿640-1　TEL72-9747

出雲民藝館  出雲市知井宮町628　TEL22-6397《月曜日休館》

キキ＆ララ／商品用原画1982年
（マイメロディ　キキ＆ララ展）

少年王者　1974（昭和49）頃

A sleeping water
（Plitvice）2008

竹久夢二「黒猫を抱く女」
1920（大正9）

「漫画  君たちはどう生きるか」表紙
（マガジンハウス）

Ⓒ羽賀翔一／コルク

マイメロディ
／グリーティングカード用原画

1976年（マイメロディ　キキ＆ララ展）

Photo：T.Greenfield-Sanders

一般600円（500円）、高校生以下無料　※（　）内は20名以上の団体料金

大人600円（500円）、中学生以下無料

平田本陣記念館  出雲市平田町515　TEL62-5090《火曜日休館》

出雲文化伝承館  出雲市浜町520　TEL21-2460《月曜日休館》《祝日は開館》

入場
無料

多伎文化伝習館  出雲市多伎町口田儀762-3　TEL86-2611

◆第28回「出雲ドーム2000人の吹奏楽」
 ●9月7日（土）　●出雲ドーム
 

　

◆沢田研二 LIVE 2019「SHOUT!」
 ●9月23日（月・祝）17:00開演（16：30開場）
 ●出雲市民会館
 ●全席指定　8,000円

◆五嶋みどり ヴァイオリン・リサイタル2019
　～神々の息吹に誘われて～（仮）
 ●10月5日（土）　●大社文化プレイスうらら館
 　

◆第18回いずも音楽コンクール
 ●11月16（土）・17日（日）　●ビッグハート出雲　

◆第18回いずも新春コンサート
 ●1月5日（日）　●ビッグハート出雲　

◆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
 ●1月25日（土）　●出雲市民会館　

◆出雲の春音楽祭2020
 ●3月8日（日）　●出雲市民会館　

◆第17回サウンドフェスタ大心路
 ●9月1日(日)　
 ●ビッグハート出雲

◆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(日）　14:00開演(13:30開場)
    ●大社文化プレイスうらら館
　●全席自由　一般3,000円、高校生以下1,500円

◆第28回出雲阿国歌舞伎 松竹大歌舞伎
 ●4月18日（木） 【昼の部】14:00開演（13:30開場）
  【夜の部】18:30開演（18:00開場）　
 ●出雲市民会館
 ●全席指定　S席7,500円、A席6,000円、B席3,000円

◆NHK公開収録「上方演芸会」
 ●3月13日（金）　●平田文化館
 ※応募方法などの詳細は、開催2か月前頃にNHK松江放送局のホームページや
 　放送でお知らせします。

◆桂 吉弥 落語会 Vol.12
 ●3月29日（日）　開演14：00（開場13：30）
 ●大社文化プレイスうらら館
 ●2,000円（当日2,500円）

◆出雲芸術アカデミー音楽院
　第14回ファミリーコンサート
 ●4月21日（日）14：00開演（13：20開場）　 
 ●大社文化プレイスうらら館
 ●全席自由　500円（当日600円）　

◆将棋フェスティバル
　・第9回里見香奈杯争奪　
     出雲弥生の森ジュニア将棋大会
　・プロ棋士指導対局
 ●7月28日(日）　●出雲弥生の森博物館
 

◆出雲囲碁フェスティバル
　・第17回出雲ジュニア囲碁大会
　・プロ棋士ジュニア指導対局
 ●8月3日（土）　●大社文化プレイスうらら館
 

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

今岡美術館  出雲市天神町856　TEL25-2239《月曜日休館（祝日は開館）》

◆館蔵絵画展
 ●5月27日（月）まで
 　4月23日～ 25日は展示替えのため休館
◆魅惑の漆器　●6月5日（水）～ 9月2日（月）

◆文字とともに　●9月8日（日）～ 10月21日（月）
◆出雲焼の試み　●10月30日（水）～ 12月23日（月）
◆出雲今昔Ⅲ ― 学ぶ、遊ぶ ―　●1月8日（水）～ 3月8日（日）

大人600円（500円）、高校生以下400円（300円）　※（　）内は20名以上の団体料金

手錢記念館  出雲市大社町杵築西2450-1　TEL53-2000《火曜日休館（祝日は開館）》

柘榴寿帯鳥図
藝愛作

室町時代後期

分院青花龍文大壺
朝鮮時代

若槻礼次郎　暢神　昭和時代

和文化まつり

能楽の楽しみ方

中村梅玉 松本錦吾 澤村宗之助 大谷廣太郎 市川高麗蔵 松本幸四郎
市川染五郎改め

松本白鸚
松本幸四郎改め

※（　）内は20名以上の団体料金

※（　）内は20名以上の団体料金

※（　）内はシニア・団体料金

堆朱はしか彫人物文菊形喰籠

◆月見の会
 ●10月11日（金） ●無料
◆秋の盆栽展
 ●10月26日（土）・27（日） ●無料
◆しめ縄教室
 ●12月14日（土） ●参加費500円
◆かるた会
 ●1月12日（日） ●無料
◆多伎こども園作品展
 ●2月14日（金）～ 16日（日） ●無料
◆竹細工・つるかご・わら細工作品展
 ●2月21日（金）～ 23日（日・祝） ●無料

◆出雲フィルハーモニー・オーケストラ・セミナー２０１9
 ●7月13日（土）～ 15日（月・祝）　●出雲市民会館

◆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（月・祝）14：00開演（13：00開場）
 ●出雲市民会館　　
 ●全席自由 一般1,500円（当日1,800円）
  ユース800円（当日1,000円）
  ペア2,500円（前売のみ）　

◆出雲Ｊｒ．フィル
　第7回プロムナードコンサート
 ●11月10日（日）
       14:00開演（13:20開場）　
 ●大社文化プレイスうらら館
 ●全席自由　800円（当日1,000円）

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

◆出雲フィルハーモニー
 夢いっぱい♪
　春まちコンサート2020
 ●2月11日（火・祝）　●平田文化館

Ⓒ1976.2019 SANRIO CO.,LTD
APPROVAL NO.SP591322

大人500円（400円）、小学生100円（80円） ※（　）内は20名以上の団体料金



2019年度　地域の市民芸術文化の催し
音　楽

郷土・伝統文化

美　術

文　芸

華道 ・ 園芸

生活文化

「出雲歌舞伎公演 ・
むらくも座２０１９」
こども歌舞伎
白浪五人男

「こども芸能大会」こどもどじょう掬い

クリスタルコール平田 定期演奏会

油絵グループ木曜会

● 大社ユナイテッドウインド第22回定期演奏会 
　5月26日（日）／大社文化プレイスうらら館／大人200円、高校生以下無料
● 出雲吹奏楽団　第41回定期演奏会 
　6月9日（日）／出雲市民会館／有料
● 混声合唱団クリスタルコール平田
　第25回定期演奏会 
　11月10日（日）／平田文化館／
　有料
● 琴城流大正琴
　第30回記念出雲支部発表会　 
　11月17日（日）／出雲市民会館／
　 無料
● ひらた吹奏楽団　第25回演奏会 
　11月17日（日）／平田文化館／有料
● 第33回プラタナス・Ｍｙ・コンサート 
　11月24日（日）／平田文化館／無料
● 第36回出雲市民合唱祭みんなで歌うコーラスコンサート 
　12月1日（日）／ビッグハート出雲／一般500円、高校生以下無料
● 村上 彩ヴァイオリンリサイタル　大社町音楽協会主催 
　12月15日（日）／大社文化プレイスうらら館／有料
● 2020平田青少年新春コンサート 
　1月13日（月・祝）／平田文化館／有料

● 平田短歌大会
　10月19日（土）／平田文化館／無料
● 第63回出雲市俳句大会
　11月10日(日）／会場調整中
● 出雲市漢詩大会
　11月16日（土）・17日(日）／出雲中央図書館／無料
● 第41回出雲市川柳大会
　11月17日（日）／パルメイト出雲 パルメイトホール／無料（投句料1,000円）
● 第69回出雲短歌大会
　11月17日(日）／出雲市民会館 302会議室／無料（出品出詠料1,000円）

● 池坊・小原流合同いけばな展
　10月20日(日）･21日（月）／平田文化館／無料
● 大社出雲菊の会菊花大会
　10月28日（月）～11月23日（土・祝）／出雲大社勢溜／無料

● 出雲市福祉芸術文化祭はあとピアいずも
　10月12日（土）・13日（日）／大社文化プレイスうらら館／無料
● ２０１９多伎町文化祭
　11月2日（土）・3日（日・祝）／多伎コミュニティセンター・海辺の多伎図書館
    ／無料
● 2019斐川文化祭
　11月（調整中）／斐川文化会館・原鹿の旧豪農屋敷／無料（お茶席有料）

● スサノオの里 スーパー神楽2019
 6月2日（日）／スサノオホール／
 全席指定一般3,000円、中学生以下2,000円、未就学児膝上無料
● いずも・音・舞 第4回出雲邦楽邦舞の会
 10月27日（日）／スサノオホール／1,000円、高校生以下無料
● スサノオの里
 こども芸能大会2019
 11月3日（日・祝）／
 スサノオホール／無料
● 安来節保存会平田支部
 平田民謡発表会
 11月16日（土）／平田文化館／
 無料
● 第54回
 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／
 ５００円（前売り４００円、中学生以下無料）
● 出雲歌舞伎公演・むらくも座２０１９
 11月24日（日）／スサノオホール／
 全席指定:S席3,000円、
 S席中学生以下1,500円、A席2,000円、B席1,000円、
 お茶付き幕の内お弁当券1,000円

● 舞踊と邦楽の会
 12月1日（日）／大社文化プレイスうらら館／800円（当日1,000円）
● 気更来民踊のつどい
　日程調整中／平田文化館／未定
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発行 ：      公益財団法人出雲市芸術文化振興財団

● 平田書道展
　5月18日（土）・19日（日）／平田文化館／無料
● 油絵グループたけの子会展
　9月21日（土）・22日（日）／
　平田文化館／無料

● 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／
　 無料
● 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／無料
● 第53回油絵グループ木曜会展
　11月1日（金)～3日（日・祝）／平田文化館／無料
● 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／無料
● 第35回平田美術展
　11月16日（土）・17日（日）／平田本陣記念館／無料
● 第45回大社町総合美術展
　11月22日（金）～24日（日）／大社文化プレイスうらら館／無料
● 出雲和紙ちぎり絵展
　11月23日（土・祝）～25日（月）／ビッグハート出雲　アートギャラリー／無料
● 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／無料
● 出雲市美術展 ［写真］
　1月31日（金）～2月2日（日）／ラピタ本店3階展示場／無料

出雲メセナ協会
新規会員募集中！！1口1万円(年会費）から、
　  あなたも出雲メセナ協会の会員に！！    

【問合せ】出雲メセナ協会事務局　        
〒693-0002 出雲市今市町北本町2丁目1-10　
出雲交流会館内　TEL.0853-21-7580        
Web.　http://izumo-zaidan.jp/tag/mesena/

出雲メセナ協会をご存知ですか？ 出雲メセナ協会は出雲地域の
芸術・文化活動を応援する島根県では唯一のメセナ組織です。       


