
第28回
令和4年度

出
雲
総
合
芸
術
文
化
祭

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。
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オペラシアターこんにゃく座
オペラ「森は生きている」

出雲フィルハーモニー
交響楽団第25回定期演奏会神田伯山　独演会

英国近衛軍楽隊コンサート
第30回
出雲ドーム2000人の吹奏楽

出雲の漆と金工の世界

9/ 19
mon･祝
9/ 19
mon･祝mon･祝mon･祝

7/ 16sat
7/ 16sat

10/ 16sun
10/ 16sun

撮影：前澤秀登

一条ゆかり展
©一条ゆかり／集英社

音　楽

舞台・郷土・伝統芸能

美　術

文　芸

華　道

生活文化

平田書道展

　平田美術展

出雲吹奏楽団

スサノオの里こども神楽大会

出雲歌舞伎公演　むらくも座2022

第54回出雲市無形文化財発表会
「荒茅盆踊り」

多伎町文化祭

はあとピアいずも

斐川文化祭

● 大社ユナイテッドウインド第23回定期演奏会 
　5月29日（日）／大社文化プレイスうらら館／無料
● 出雲吹奏楽団
　第43回定期演奏会 
　6月26日（日）／出雲市民会館
　／無料
● 琴城流大正琴出雲支部発表会
　11月13日（日）／出雲市民会館／無料
● 混声合唱団クリスタルコール平田
　第26回演奏会
　11月13日（日）／平田文化館／未定
● ひらた吹奏楽団第27回演奏会
　11月20日（日）／平田文化館／未定
● 第35回プラタナス・Ｍｙ・コンサート
　11月23日（水・祝）／平田文化館／無料
● 第37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4日（日）／ビッグハート出雲　白のホール／未定
● バードジャズオーケストラ　ミニライブ
　12月18日（日）／平田文化館／未定
● 2023平田青少年新春コンサート
　1月9日（月・祝）／平田文化館／有料

● 出雲大社俳句大会＆たいしゃ芸術文化祭たいしゃ俳句大会
　7月18日（月・祝）／出雲教八雲会館／投句料1,000円
● 雲州平田短歌大会
　10月15日（土）／平田文化館／無料
● 第43回出雲市川柳大会
　11月6日（日）／パルメイト出雲　パルメイトホール
● 出雲市漢詩大会
　11月19日（土）・20日（日）／出雲中央図書館／無料

● 池坊・小原流合同いけばな展
　10月16日（日）・17日（月）／
　平田文化館／無料

● 令和4年度　多伎町文化祭
　10月29日（土）・30日（日）／
　多伎コミュニティセンター・
　海辺の多伎図書館／無料
● 出雲市福祉芸術文化祭
　はあとピアいずも
　11月5日（土）・6日（日）／大社文化プレイスうらら館／無料
● 2022斐川文化祭
　11月上旬／
　斐川文化会館・原鹿の旧豪農屋敷／
　無料（お茶席有料）

● 出雲路に広がる　おどりの彩典
 6月19日（日）／平田文化館／有料
● 日本舞踊華凡会　発表会
 7月10日（日）／平田文化館／未定
● スサノオの里スーパー神楽2022
　9月18日（日）／スサノオホール／
 全指定席一般3,000円、中学生以下2,000円
● 舞踊と邦楽の会
 10月23日（日）／
 大社文化プレイスうらら館／
 800円（当日1,000円）
● スサノオの里こども神楽大会
 11月3日（木・祝）／
 スサノオホール／無料
● 劇団「ごえん塾」
　第17回公演「たけとりものがたり」
　11月12日（土）・13日（日）／
　大社文化プレイスうらら館／500円
● 安来節保存会平田支部
　平田民謡発表会
 11月19日（土）／平田文化館／無料
● 出雲歌舞伎公演
　むらくも座2022
 11月27日（日）／スサノオホール／
 全指定席一般3,000円、
 中学生以下1,500円
● 第55回出雲市無形文化財発表会
　11月27日（日）／
 大社文化プレイスうらら館／料金未定

● 平田書道展
　5月14日（土）・15日（日）／平田文化館／無料
● 第56回油絵グループ木曜会展
　9月16日（金）～18日（日）／平田文化館／無料
● パッチワーク・キルト展
　10月14日（金）～16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14日（金）～16日（日）／ビッグハート出雲／無料
● 第38回　平田美術展
　10月29日（土）・30日（日）／
 平田本陣記念館／無料
● 出雲市美術展 ［写真］
　11月11日（金）～13日（日）／
 ラピタ本店2階　展示場／無料
● 出雲市美術展 ［洋画］
　11月11日（金）～13日（日）／
 出雲文化伝承館／無料
● 油絵グループたけのこ会展
　11月5日（土）・6日（日）／平田文化館／無料
● 第48回大社町総合美術展
　11月20日（日）～23日（水・祝）／大社文化プレイスうらら館／無料
● 出雲市美術展 ［日本画］
　12月2日（金）～4日（日）／出雲文化伝承館／無料

〒693-0023 出雲市塩冶有原町2-15 出雲市民会館内 TEL0853-21-7580
※日程、料金、会場など内容が変更になることがございます。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
【問合せ】出雲メセナ協会事務局　        
〒693-0023 出雲市塩冶有原町2-15　
出雲市民会館内　TEL.0853-21-7580        
Web.　httpｓ://www.izumo-zaidan.jp/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。       

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！！    

2022年度　地域の市民芸術文化の催し
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美の棲むところ

展示・教室

◆はしもとみお展
 ―いきものたちの言葉―
 ●6月26日（日）まで
 ●一般800円、高校生以下無料
◆一条ゆかり展
 ●7月16日（土）～10月16日（日）
 ●一般800円、高校生以下無料
◆出雲の偉人たち
 ―平田・斐川を中心に―
 ●11月12日（土）～1月22日（日）
 ●一般500円、高校生以下無料
◆華麗なる日本画コレクション
　―新見美術館名品展―
 ●3月18日（土）～5月7日（日）
 ●一般700円、高校生以下無料
 ●出雲文化伝承館同時開催

◆出雲の里山・在家の贅　美の棲むところ
 ●5月7日（土）まで
◆國廣富之　個展
 ●6月18日（土）～7月18日（月・祝）
◆Akuto原画展【流線】
 ペン画×シャドーボックスコラボレーション
 シャドーボックス制作　秋吉さなえ　
 ●9月3日（土）～10月2日（日）
◆極美展　●10月15日（土）～11月13日（日）
◆園山幹雄・大森幹雄・野々村直通　三人展
　●11月19日（土）～12月18日（日）
◆佐藤收男　個展　●3月4日（土）～3月26日（日）

◆布澄会パッチワークキルト展　●5月1日（日）～22日（日）　●無料
◆蛍鑑賞会　●6月18日（土）　●無料
◆手づくり作品展　●9月17日（土）・18日（日）　●無料

◆常設展・特別展　●通年

◆ホール展　岡俊正作「癒しの模型展」
 ●4月16日（土）～5月23日（月）　●無料
◆ホール展「フォト雲州作品展Vol.10」
　 ●5月28日（土）～6月27日（月）　●無料
◆ホール展「第10回おらが自慢の逸品」
 ●7月3日（日）～7月31日（日）　●無料
◆特別展「本州最西端から出雲へ　青銅器の道シリーズ1」
 ●7月16日（土）～8月29日（月）　
 ●一般520円、高大生260円、小中生130円
◆秋季企画展
 ●調整中　●一般420円、高大生210円、小中生110円

◆春季企画展
 「てんじんムラの歴史―天神遺跡と周辺の調査から―」
 ●5月30日（月）まで

◆スポット展
 「徹底解明！常楽寺柿木田1号墳
 　―神西湖南岸の古墳文化をさぐる―」
 ●5月30日（月）まで

◆速報展「源代遺跡の発掘調査
 　～風土記に記された川の跡～」
 ●6月1日（水）～9月26日（月）
◆ギャラリー展「徹底解説！『日本博 in 出雲』」
 ●7月4日（月）まで

◆春の山野草と多肉植物展　
 ●4月16日（土）～18日（月）
 ●無料
◆「花の絵会」植物画展
 ●6月17日（金）～23日（木） ●無料
◆風ラン鑑賞会
 ●7月上旬（日程調整中） ●無料

◆樹脂粘土作品展
 ●8月19日（金）～22日（月）  ●無料
◆水墨画作品展
 ●9月2日（金）～5日（月） ●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（祝日は開館）》

荒神谷博物館  出雲市斐川町神庭873-8　TEL72-9044

原鹿の旧豪農屋敷  出雲市斐川町原鹿640-1　TEL72-9747 《月曜日休館》

出雲民藝館  出雲市知井宮町628　TEL22-6397《火曜日休館》

一般600円､65歳以上500円､高校生以下無料

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

舞台
芸能

◆航空中央音楽隊スペシャルコンサート in 出雲
 ●5月5日（木・祝）
 ●出雲市民会館

◆出雲オペラ神在ガラコンサート
 ●10月30日（日）　
 ●ビッグハート出雲
 ●有料　

◆第30回
 「出雲ドーム2000人の吹奏楽」
 ●11月5日（土）　●出雲ドーム
 ●有料

◆第20回いずも音楽コンクール
 ●11月12日（土）・13日（日）　
 ●ビッグハート出雲

◆英国近衛軍楽隊コンサート
 ●11月26日（土）
 ●出雲市民会館　

◆第21回いずも新春コンサート
 ●1月8日（日）　●ビッグハート出雲　

◆宝くじ文化公演
 「秋川雅史＆杜の音シンガーズ　ハートフルコンサート」
 ●1月28日（土）　
 ●大社文化プレイスうらら館
 ●有料　

◆第18回
 サウンドフェスタ大心路
 ●日程調整中　●ビッグハート出雲

◆出雲神話ってなあに？
 ～交響神樂の原風景を訪ねて～
 ●ナビゲーター／平野一郎
 ●日程等調整中 ◆桂　吉弥　落語会Ｖｏｌ.15

　●7月10日（日）
 ●大社文化プレイスうらら館
 ●2,000円（当日2,500円）

◆神田伯山　独演会
　●8月6日（土）　●平田文化館

◆笑い飯　漫才ツアー
　●9月24日（土）　●出雲市民会館

◆オペラシアターこんにゃく座
 オペラ「森は生きている」
　●12月3日（土）　●出雲市民会館

◆文化講座
 美しい所作と楽しいトーク
　●12月17日（土）
　●出雲文化伝承館
    ●講師　花柳基（花柳流師範）　

 ●有料

◆出雲邦楽邦舞の会
 5周年記念 いずも・音・舞
　●12月18日（日）
　●出雲市民会館
    ●有料

◆スーパー神楽2022
　●1月15日（日）　
 ●出雲市民会館
 ●一般3,000円、中学生以下2,000円
　　  ＊2022年2月6日の振替公演

◆将棋フェスティバル
　・第11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31日（日）　●出雲弥生の森博物館

◆出雲囲碁フェスティバル
　・第19回出雲ジュニア囲碁大会
　・プロ棋士指導対局
 ●8月20日（土）
 ●大社文化プレイスうらら館

◆第13回 出雲神在月市民芸術文化の祭典
 ●10月16日（日）
 ●スサノオホール 
 ●無料

今岡美術館  出雲市天神町856　TEL25-2239《月曜日休館》

◆館蔵品展　1.書画篇―乾―
 ●5月30日（月）まで
◆館蔵品展　2.工芸篇 
 ●6月8日（水）～8月29日（月）
◆館蔵品展　3.書画篇―坤―
 ●9月3日（土）～10月10日（月・祝）
◆館蔵品展　4.茶の湯篇
　●10月15日（土）～12月24日（土）
◆出雲今昔Ⅳ　杵築文学
　●1月7日（土）～3月6日（月）

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

プレーリードッグ　はしもとみお
Photo.ウラタタカヒデ

壽（部分）上村松園
新見美術館蔵

竹図　錦織竹香

◆黙耀会書道展
 ●9月23日（金・祝）～26日（月） ●無料
◆秋の盆栽展と山野草展
 ●10月　日程調整中 ●無料
◆しめ縄教室
 ●12月　日程調整中 ●あり
◆多伎こども園作品展
 ●2月10日（金）～12日（日） ●無料
◆竹細工・つるかご・わら細工作品展
 ●2月23日（木・祝）～26日（日） 
 ●無料
◆いきいき作品展
 ●3月18日（土）～21日（火・祝）
 ●無料
◆つるかご教室
 ●3月（日程調整中） ●あり

◆出雲フィルハーモニー交響楽団 第25回定期演奏会
 ●9月19日（月・祝）　14：00開演（13：00開場）
 ●出雲市民会館
 ●全席自由／ 一般2,000円（当日2,500円） 
 　 ユース1,000円（当日1,200円）
 　 ペア3,600円（前売のみ）　

◆福来たる！
 出雲フィルハーモニー
 夢いっぱい♪
 春まちコンサート
 ●2月11日（土・祝）　
 ●出雲市民会館
 ●有料

◆LPレコード
 音楽サロン2022 
 ●偶数月に1回
 ●参加費500円　

 　※要申込　
 　※会場、日程はHP
 　　https://www.izumo-zaidan,jp/academy/　
 　　でご確認ください。

一般800円、大学・高校生500円、小中生300円

大人800円、高校生以下無料

春まちコンサート

出雲フィルハーモニー交響楽団
定期演奏会

水たばこ　鳥屋尾敬

◆春季企画展「風の花と蝶」展 
 ●5月31日（火） まで
◆夏季企画展「夏ほたる」展
 ●6月2日（木）～8月30日（火）
◆秋季企画展「麗しき日本の山々」
 ～富士山から大山まで～展
 ●9月1日（木）～11月29日（火）
◆冬季企画展　●12月1日（木）～2月28日（火）

一般700円、小中高生500円、未就学児無料
出雲キルト美術館  出雲市斐川町福富330　TEL７２-７１４６《毎週水曜日・第三日曜日(祝日は開館)》

一枚摺（手錢さの子・安秀）

◆出雲の漆と金工の世界
 ●5月8日（日）まで 
 ●一般800円、高校生以下無料
◆シルクロードの詩　鳥屋尾敬展
 ●5月28日（土）～7月3日（日）
 ●一般600円、高校生以下無料
◆ふわふわシナモロール展
 ●7月14日（木）～8月28日（日）
 ●一般1,000円、小中高生500円
◆石鼎と出雲の俳人たち
 ●10月8日（土）～11月27日（日）
 ●一般800円、高校生以下無料
◆人物からわかる出雲の歴史
 ●1月7日（土）～2月26日（日）
 ●一般700円、高校生以下無料
◆華麗なる日本画コレクション
 ―新見美術館名品展―
 ●3月18日（土）～5月7日（日）
 ●一般700円、高校生以下無料
 ●平田本陣記念館同時開催
◆早春の茶会
 ●3月（予定）
 ●有料

花柳　基

作りかけの建築材（海上遺跡）

大梶七兵衛像（部分）
出雲市中央図書館蔵

秋川　雅史

神田伯山

桂　吉弥

撮影：前澤秀登

Ⓒ 2022 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. SP630062

大山～行衣の記憶～

御本竹絵茶碗



音楽

生活
文化

美の棲むところ

展示・教室

◆はしもとみお展
 ―いきものたちの言葉―
 ●6月26日（日）まで
 ●一般800円、高校生以下無料
◆一条ゆかり展
 ●7月16日（土）～10月16日（日）
 ●一般800円、高校生以下無料
◆出雲の偉人たち
 ―平田・斐川を中心に―
 ●11月12日（土）～1月22日（日）
 ●一般500円、高校生以下無料
◆華麗なる日本画コレクション
　―新見美術館名品展―
 ●3月18日（土）～5月7日（日）
 ●一般700円、高校生以下無料
 ●出雲文化伝承館同時開催

◆出雲の里山・在家の贅　美の棲むところ
 ●5月7日（土）まで
◆國廣富之　個展
 ●6月18日（土）～7月18日（月・祝）
◆Akuto原画展【流線】
 ペン画×シャドーボックスコラボレーション
 シャドーボックス制作　秋吉さなえ　
 ●9月3日（土）～10月2日（日）
◆極美展　●10月15日（土）～11月13日（日）
◆園山幹雄・大森幹雄・野々村直通　三人展
　●11月19日（土）～12月18日（日）
◆佐藤收男　個展　●3月4日（土）～3月26日（日）

◆布澄会パッチワークキルト展　●5月1日（日）～22日（日）　●無料
◆蛍鑑賞会　●6月18日（土）　●無料
◆手づくり作品展　●9月17日（土）・18日（日）　●無料

◆常設展・特別展　●通年

◆ホール展　岡俊正作「癒しの模型展」
 ●4月16日（土）～5月23日（月）　●無料
◆ホール展「フォト雲州作品展Vol.10」
　 ●5月28日（土）～6月27日（月）　●無料
◆ホール展「第10回おらが自慢の逸品」
 ●7月3日（日）～7月31日（日）　●無料
◆特別展「本州最西端から出雲へ　青銅器の道シリーズ1」
 ●7月16日（土）～8月29日（月）　
 ●一般520円、高大生260円、小中生130円
◆秋季企画展
 ●調整中　●一般420円、高大生210円、小中生110円

◆春季企画展
 「てんじんムラの歴史―天神遺跡と周辺の調査から―」
 ●5月30日（月）まで

◆スポット展
 「徹底解明！常楽寺柿木田1号墳
 　―神西湖南岸の古墳文化をさぐる―」
 ●5月30日（月）まで

◆速報展「源代遺跡の発掘調査
 　～風土記に記された川の跡～」
 ●6月1日（水）～9月26日（月）
◆ギャラリー展「徹底解説！『日本博 in 出雲』」
 ●7月4日（月）まで

◆春の山野草と多肉植物展　
 ●4月16日（土）～18日（月）
 ●無料
◆「花の絵会」植物画展
 ●6月17日（金）～23日（木） ●無料
◆風ラン鑑賞会
 ●7月上旬（日程調整中） ●無料

◆樹脂粘土作品展
 ●8月19日（金）～22日（月）  ●無料
◆水墨画作品展
 ●9月2日（金）～5日（月） ●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（祝日は開館）》

荒神谷博物館  出雲市斐川町神庭873-8　TEL72-9044

原鹿の旧豪農屋敷  出雲市斐川町原鹿640-1　TEL72-9747 《月曜日休館》

出雲民藝館  出雲市知井宮町628　TEL22-6397《火曜日休館》

一般600円､65歳以上500円､高校生以下無料

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

舞台
芸能

◆航空中央音楽隊スペシャルコンサート in 出雲
 ●5月5日（木・祝）
 ●出雲市民会館

◆出雲オペラ神在ガラコンサート
 ●10月30日（日）　
 ●ビッグハート出雲
 ●有料　

◆第30回
 「出雲ドーム2000人の吹奏楽」
 ●11月5日（土）　●出雲ドーム
 ●有料

◆第20回いずも音楽コンクール
 ●11月12日（土）・13日（日）　
 ●ビッグハート出雲

◆英国近衛軍楽隊コンサート
 ●11月26日（土）
 ●出雲市民会館　

◆第21回いずも新春コンサート
 ●1月8日（日）　●ビッグハート出雲　

◆宝くじ文化公演
 「秋川雅史＆杜の音シンガーズ　ハートフルコンサート」
 ●1月28日（土）　
 ●大社文化プレイスうらら館
 ●有料　

◆第18回
 サウンドフェスタ大心路
 ●日程調整中　●ビッグハート出雲

◆出雲神話ってなあに？
 ～交響神樂の原風景を訪ねて～
 ●ナビゲーター／平野一郎
 ●日程等調整中 ◆桂　吉弥　落語会Ｖｏｌ.15

　●7月10日（日）
 ●大社文化プレイスうらら館
 ●2,000円（当日2,500円）

◆神田伯山　独演会
　●8月6日（土）　●平田文化館

◆笑い飯　漫才ツアー
　●9月24日（土）　●出雲市民会館

◆オペラシアターこんにゃく座
 オペラ「森は生きている」
　●12月3日（土）　●出雲市民会館

◆文化講座
 美しい所作と楽しいトーク
　●12月17日（土）
　●出雲文化伝承館
    ●講師　花柳基（花柳流師範）　

 ●有料

◆出雲邦楽邦舞の会
 5周年記念 いずも・音・舞
　●12月18日（日）
　●出雲市民会館
    ●有料

◆スーパー神楽2022
　●1月15日（日）　
 ●出雲市民会館
 ●一般3,000円、中学生以下2,000円
　　  ＊2022年2月6日の振替公演

◆将棋フェスティバル
　・第11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31日（日）　●出雲弥生の森博物館

◆出雲囲碁フェスティバル
　・第19回出雲ジュニア囲碁大会
　・プロ棋士指導対局
 ●8月20日（土）
 ●大社文化プレイスうらら館

◆第13回 出雲神在月市民芸術文化の祭典
 ●10月16日（日）
 ●スサノオホール 
 ●無料

今岡美術館  出雲市天神町856　TEL25-2239《月曜日休館》

◆館蔵品展　1.書画篇―乾―
 ●5月30日（月）まで
◆館蔵品展　2.工芸篇 
 ●6月8日（水）～8月29日（月）
◆館蔵品展　3.書画篇―坤―
 ●9月3日（土）～10月10日（月・祝）
◆館蔵品展　4.茶の湯篇
　●10月15日（土）～12月24日（土）
◆出雲今昔Ⅳ　杵築文学
　●1月7日（土）～3月6日（月）

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

プレーリードッグ　はしもとみお
Photo.ウラタタカヒデ

壽（部分）上村松園
新見美術館蔵

竹図　錦織竹香

◆黙耀会書道展
 ●9月23日（金・祝）～26日（月） ●無料
◆秋の盆栽展と山野草展
 ●10月　日程調整中 ●無料
◆しめ縄教室
 ●12月　日程調整中 ●あり
◆多伎こども園作品展
 ●2月10日（金）～12日（日） ●無料
◆竹細工・つるかご・わら細工作品展
 ●2月23日（木・祝）～26日（日） 
 ●無料
◆いきいき作品展
 ●3月18日（土）～21日（火・祝）
 ●無料
◆つるかご教室
 ●3月（日程調整中） ●あり

◆出雲フィルハーモニー交響楽団 第25回定期演奏会
 ●9月19日（月・祝）　14：00開演（13：00開場）
 ●出雲市民会館
 ●全席自由／ 一般2,000円（当日2,500円） 
 　 ユース1,000円（当日1,200円）
 　 ペア3,600円（前売のみ）　

◆福来たる！
 出雲フィルハーモニー
 夢いっぱい♪
 春まちコンサート
 ●2月11日（土・祝）　
 ●出雲市民会館
 ●有料

◆LPレコード
 音楽サロン2022 
 ●偶数月に1回
 ●参加費500円　

 　※要申込　
 　※会場、日程はHP
 　　https://www.izumo-zaidan,jp/academy/　
 　　でご確認ください。

一般800円、大学・高校生500円、小中生300円

大人800円、高校生以下無料

春まちコンサート

出雲フィルハーモニー交響楽団
定期演奏会

水たばこ　鳥屋尾敬

◆春季企画展「風の花と蝶」展 
 ●5月31日（火） まで
◆夏季企画展「夏ほたる」展
 ●6月2日（木）～8月30日（火）
◆秋季企画展「麗しき日本の山々」
 ～富士山から大山まで～展
 ●9月1日（木）～11月29日（火）
◆冬季企画展　●12月1日（木）～2月28日（火）

一般700円、小中高生500円、未就学児無料
出雲キルト美術館  出雲市斐川町福富330　TEL７２-７１４６《毎週水曜日・第三日曜日(祝日は開館)》

一枚摺（手錢さの子・安秀）

◆出雲の漆と金工の世界
 ●5月8日（日）まで 
 ●一般800円、高校生以下無料
◆シルクロードの詩　鳥屋尾敬展
 ●5月28日（土）～7月3日（日）
 ●一般600円、高校生以下無料
◆ふわふわシナモロール展
 ●7月14日（木）～8月28日（日）
 ●一般1,000円、小中高生500円
◆石鼎と出雲の俳人たち
 ●10月8日（土）～11月27日（日）
 ●一般800円、高校生以下無料
◆人物からわかる出雲の歴史
 ●1月7日（土）～2月26日（日）
 ●一般700円、高校生以下無料
◆華麗なる日本画コレクション
 ―新見美術館名品展―
 ●3月18日（土）～5月7日（日）
 ●一般700円、高校生以下無料
 ●平田本陣記念館同時開催
◆早春の茶会
 ●3月（予定）
 ●有料

花柳　基

作りかけの建築材（海上遺跡）

大梶七兵衛像（部分）
出雲市中央図書館蔵

秋川　雅史

神田伯山

桂　吉弥

撮影：前澤秀登

Ⓒ 2022 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. SP630062
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第28回
令和4年度

出
雲
総
合
芸
術
文
化
祭

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。

本
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5/ 8
sun

まで

8/ 6
sat

11/ 5
sat

11/ 26
sat

12/ 3
sat

オペラシアターこんにゃく座
オペラ「森は生きている」

出雲フィルハーモニー
交響楽団第25回定期演奏会神田伯山　独演会

英国近衛軍楽隊コンサート
第30回
出雲ドーム2000人の吹奏楽

出雲の漆と金工の世界

9/ 19
mon･祝
9/ 19
mon･祝mon･祝mon･祝

7/ 16sat
7/ 16sat

10/ 16sun
10/ 16sun

撮影：前澤秀登

一条ゆかり展
©一条ゆかり／集英社

音　楽

舞台・郷土・伝統芸能

美　術

文　芸

華　道

生活文化

平田書道展

　平田美術展

出雲吹奏楽団

スサノオの里こども神楽大会

出雲歌舞伎公演　むらくも座2022

第54回出雲市無形文化財発表会
「荒茅盆踊り」

多伎町文化祭

はあとピアいずも

斐川文化祭

● 大社ユナイテッドウインド第23回定期演奏会 
　5月29日（日）／大社文化プレイスうらら館／無料
● 出雲吹奏楽団
　第43回定期演奏会 
　6月26日（日）／出雲市民会館
　／無料
● 琴城流大正琴出雲支部発表会
　11月13日（日）／出雲市民会館／無料
● 混声合唱団クリスタルコール平田
　第26回演奏会
　11月13日（日）／平田文化館／未定
● ひらた吹奏楽団第27回演奏会
　11月20日（日）／平田文化館／未定
● 第35回プラタナス・Ｍｙ・コンサート
　11月23日（水・祝）／平田文化館／無料
● 第37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4日（日）／ビッグハート出雲　白のホール／未定
● バードジャズオーケストラ　ミニライブ
　12月18日（日）／平田文化館／未定
● 2023平田青少年新春コンサート
　1月9日（月・祝）／平田文化館／有料

● 出雲大社俳句大会＆たいしゃ芸術文化祭たいしゃ俳句大会
　7月18日（月・祝）／出雲教八雲会館／投句料1,000円
● 雲州平田短歌大会
　10月15日（土）／平田文化館／無料
● 第43回出雲市川柳大会
　11月6日（日）／パルメイト出雲　パルメイトホール
● 出雲市漢詩大会
　11月19日（土）・20日（日）／出雲中央図書館／無料

● 池坊・小原流合同いけばな展
　10月16日（日）・17日（月）／
　平田文化館／無料

● 令和4年度　多伎町文化祭
　10月29日（土）・30日（日）／
　多伎コミュニティセンター・
　海辺の多伎図書館／無料
● 出雲市福祉芸術文化祭
　はあとピアいずも
　11月5日（土）・6日（日）／大社文化プレイスうらら館／無料
● 2022斐川文化祭
　11月上旬／
　斐川文化会館・原鹿の旧豪農屋敷／
　無料（お茶席有料）

● 出雲路に広がる　おどりの彩典
 6月19日（日）／平田文化館／有料
● 日本舞踊華凡会　発表会
 7月10日（日）／平田文化館／未定
● スサノオの里スーパー神楽2022
　9月18日（日）／スサノオホール／
 全指定席一般3,000円、中学生以下2,000円
● 舞踊と邦楽の会
 10月23日（日）／
 大社文化プレイスうらら館／
 800円（当日1,000円）
● スサノオの里こども神楽大会
 11月3日（木・祝）／
 スサノオホール／無料
● 劇団「ごえん塾」
　第17回公演「たけとりものがたり」
　11月12日（土）・13日（日）／
　大社文化プレイスうらら館／500円
● 安来節保存会平田支部
　平田民謡発表会
 11月19日（土）／平田文化館／無料
● 出雲歌舞伎公演
　むらくも座2022
 11月27日（日）／スサノオホール／
 全指定席一般3,000円、
 中学生以下1,500円
● 第55回出雲市無形文化財発表会
　11月27日（日）／
 大社文化プレイスうらら館／料金未定

● 平田書道展
　5月14日（土）・15日（日）／平田文化館／無料
● 第56回油絵グループ木曜会展
　9月16日（金）～18日（日）／平田文化館／無料
● パッチワーク・キルト展
　10月14日（金）～16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14日（金）～16日（日）／ビッグハート出雲／無料
● 第38回　平田美術展
　10月29日（土）・30日（日）／
 平田本陣記念館／無料
● 出雲市美術展 ［写真］
　11月11日（金）～13日（日）／
 ラピタ本店2階　展示場／無料
● 出雲市美術展 ［洋画］
　11月11日（金）～13日（日）／
 出雲文化伝承館／無料
● 油絵グループたけのこ会展
　11月5日（土）・6日（日）／平田文化館／無料
● 第48回大社町総合美術展
　11月20日（日）～23日（水・祝）／大社文化プレイスうらら館／無料
● 出雲市美術展 ［日本画］
　12月2日（金）～4日（日）／出雲文化伝承館／無料

〒693-0023 出雲市塩冶有原町2-15 出雲市民会館内 TEL0853-21-7580
※日程、料金、会場など内容が変更になることがございます。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
【問合せ】出雲メセナ協会事務局　        
〒693-0023 出雲市塩冶有原町2-15　
出雲市民会館内　TEL.0853-21-7580        
Web.　httpｓ://www.izumo-zaidan.jp/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。       

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！！    

2022年度　地域の市民芸術文化の催し


