
　2時間まで1,500円、4時間まで2,000円、6時間まで2,500円
　（ヘルメット無料貸出）　　　9:00～17:00
雲南市観光協会　TEL.0854・42・9770

㈱キラキラ雲南は、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止に努めます。

問

まちの掲示板

■ 20:00開演　■ 500円（30席限定）
　 ラメール TEL.0854・49・8500

菅田茂ライブLIVE！ in ふれあいホール   ［ラメール］

■ 9：00～17：00（休館日：火曜日）　■ 入場無料
　 古代鉄歌謡館　TEL.０８５４・４３・６５６８問

古代鉄歌謡館展示 「しげるの似顔絵展」 ［古代鉄歌謡館］

■ 19:00～20:30　■ 高校生以上1,000円、中学生以下無料
　 古代鉄歌謡館　TEL.0854・43・6568

雲南出雲神楽の夕べ  ［古代鉄歌謡館］

14 土
問

■ 13:30～15:00　■ 参加無料
　 古代鉄歌謡館　TEL.0854・43・6568

みんなの歌声サロン  ［古代鉄歌謡館］

15 日
問

■ 10:30～11:15　■ 参加無料
　 古代鉄歌謡館　TEL.0854・43・6568

こどものおんがくタイム
～みんなでたのしく歌いましょう～  ［古代鉄歌謡館］21 土

問

問
26木

■ 14:30開場　15:00開演
■ 【全席自由・320席限定】大人1,000円、高校生以下500円
　 （当日は各200円増）※就学前の幼児のご入場はご遠慮ください。
　 ラメール　TEL.0854・49・8500

ラメールマスターズプロジェクト

ラメール弦楽合奏団第2回演奏会  ［ラメール］

問
22日

■ 10:00～15:00（随時受付）　■ 参加無料
　 マルシェリーズ　TEL.0854・42・8320

「編みテロ」モチーフ編みワークショップ  ［マルシェリーズ］

問

4/

5/

5/ 1
22

▲

日

日

30
22

・ 土

日

■ マルシェリーズ1階通路　■ 10：00～16：00　■ 入場無料
　 雲南市観光協会　TEL.0854・42・9770

きすきマルシェ  ［マルシェリーズ］

問

木次駅構内にある雲南市
観光協会さんで、E-B IKE
（電動アシストマウンテンバ
イク）のレンタルが始まって
います♪利用できるのは、
KONA社のEL KAHUNA
という車種で、お値段は購
入すると33万円…。それ
が、お手頃な金額でレンタ
ルできるということで、観光や購入前の試乗などでひそかにオ
シャレな人たちの注目を集めているとか！？木次駅
発着のサイクリングマップも活用して、車だけでは
知らなかった雲南のスポットを開拓しよう♪

古代鉄歌謡館古代鉄歌謡館
毎月第2土曜日開催毎月第2土曜日開催

8月のみ
第3土曜日

料金
時間

詳しくは中面をご覧下さい→

E-BIKEで初夏の木次をサイクリング♪

イベントガイド

◉ラメールマスターズプロジェクト

　弦楽合奏団 第2回演奏会

◉出雲神楽の夕べ
◉こどものおんがくタイム
～みんなでたのしく歌いましょう～

　他

まちの掲示板

◉E-BIKEで初夏の木次を
　サイクリング♪

ソーシャル
ディスタンス

公演

イベントカレンダー

来場者には
先着で

特製クリアフ
ァイルをプレ

ゼント

＊なくなり
次第終了し

ます。

なまえ

スタンプ5つで、入場が　　　一回無料になります！

5月のイベントカレンダー

古代鉄歌謡館
D A I T O

チェリヴァ
K I S U K I

アスパル
M I T O YA

ラメール
K A M O

らちぇりめーる設置場所 県内の主な文化施設、観光施設、図書館 他 la-cheri-mail   May

雲南市三刀屋文化体育館

アスパル

古代鉄歌謡館

ら・ちぇりめーる 5月号
雲南市文化情報誌　令和4年5月1日発行
制作・編集／ら・ちぇりめ～る編集室・武永印刷（株）
〒693-0057 出雲市常松町394-1　TEL.0853・21・1810　FAX.0853・21・1816

発行／株式会社 キラキラ雲南  雲南市加茂文化ホール ラメール内

〒699 -1105　雲南市加茂町宇治303
TEL.0854・49・8500　FAX.0854・49・6200
http://www.lamer-unnan.com 休館：水曜日

〒699-1311　雲南市木次町里方55
TEL.0854・42・1155　FAX.0854・42・1251
http://www.cheriver.com 休館：なし

〒690-2405　雲南市三刀屋町古城1-1
TEL.0854・45・9222　FAX.0854・45・9223
http://www.uspal-unnan.com 休館：火曜日

〒699-1253　雲南市大東町中湯石84
TEL&FAX.0854・43・6568
http://www.kodaitetsu.com 休館：火曜日

雲南市加茂文化ホール

㈱キラキラ雲南の管理する施設では、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止と、施設を利用される皆様に安全にお過ごし
いただくため、以下のことに取り組みます。

1．各種お手続き、お支払い、ご相談等で窓口にお越しいただく
ことに不安を感じられましたら、お電話でも対応させていた
だきます。ご相談ください。

2．職員は出勤前に体調チェック・検温を致します。また、窓口で
はマスクを着用して対応させていただきます。

3．会議室・スタジオ・トレーニングルーム等のご利用の前後
で、お部屋の換気と除菌作業をいたします。

ら・ちぇりめーる

la-cheri-mail 55
2022.皐月
雲南市文化情報誌

雲南市の文化・地域情報をお届けします！！

la-cheri-mail

このQRコードを読み込み、
友達に追加！または
LINEアプリを立ち上げ、
「キラキラ雲南」で
検索→友達に追加！ キラキラ雲南

登録はこちらから！

キラキラ雲南
公式LINEアカウント



5月14日
6月11日
7月  9日
8月20日
9月10日
10月  8日
11月12日
12月10日
  3月11日

佐世神楽社中
深野神楽保存会
槻屋神楽保持者会
中野神楽保存会
西日登神楽社中
山王寺和野神楽社中
上多根神楽保存会
須所若獅子会
小河内神楽社中

5/
日

1
5/

日
22

4/
土

30

5/
日

22

5/
日

22

楽器の貸与も
あります！
(2か月限定)

体験レッスン
楽器の貸与も
あります！

9：00～17：00 （休館日：火曜日）　　無料

毎月、月替わりで趣向を凝らしている
ギャラリー展。５月は、新聞でもおな
じみ、細田滋さんの作品を展示しま
す。政治・芸能・スポーツ界の有名人
たちの似顔絵をどうぞお楽しみくだ
さい！

　  古代鉄歌謡館展示 「しげるの似顔絵展」　  古代鉄歌謡館展示 「しげるの似顔絵展」
問D A I T O

古代鉄歌謡館 Tel.０８５４･４3･6568

時 入

展 示

19:00～20:30　　高校生以上1,000円、中学生以下無料

古式豊かな出雲神楽を、市内の神楽社中によ
り、月替わりでお届けします。先着でオリジナ
ルのクリアファイルや、毎年好評のスタンプ
カードを配布します。お楽しみに♪

雲南出雲神楽の夕べ雲南出雲神楽の夕べ

時 入

神 楽

ラメールマスターズプロジェクト
ラメール弦楽合奏団第2回演奏会

コンサート

13:30～15:00　　無料　※マスクを着用の上、ご参加ください。
※感染症の状況によっては中止となることもあります。

童謡・叙情歌・歌謡曲など、ピアノの伴奏に
合わせてみんなで歌います。
歌の誕生秘話やエピソードを聞いて、前よ
りもっと曲のことや歌うことが好きになる。
そんな心はずむひと時を過ごしませんか。

みんなの歌声サロン

時 参

サロン

145/
土

155/
日

10:30～11:15　　無料
※どなたでもご参加いただけますが、推奨年齢は、
　3歳児から小学校低学年までです。

古代鉄歌謡館に、こどものための新しいシ
リーズが登場！童謡やアニメソングなど、楽し
い曲をたくさんみんなで歌いましょう♪

こどものおんがくタイム
～みんなでたのしく歌いましょう～

時

ラメール　TEL.0854・49・8500問

参

サロン

215/
土

ソーシャル
ディスタンス

公演

出演：佐世神楽社中

ソーシャル
ディスタンス

公演

マルシェリーズに美味しいフー
ドや焼き菓子やハンドメイド雑
貨が集合します！どうぞお楽し
みに♪（出店者も随時募集中）

ラメールで弦楽合奏を学ぶ受講
生・講師による演奏会。「カノン」等
の名曲から、チャイコフスキー「弦

楽セレナーデ」等の大曲、コンクール入賞
者の皆さんによる協奏曲など、弦楽合奏
の魅力をたっぷりとお楽しみください。

問K I S U K I

マルシェリーズ Tel.０８５４･４２･８320

きすきマルシェマルシェ

編み物をきっかけに人と繋がること、一
緒に作ることでワクワク感ややりがい
を感じることを目的としたアート活動、
「編みテロ」。6月の完成披露に向けて、
モチーフ編みのワークショップを開催
します。編み物初心者でも丁寧に教え
てもらえるので安心♪編み物好きな方
も是非ブースにお立ち寄りください。

「編みテロ」モチーフ編みワークショップ展 示

大ホール　　14:30開場　15:00開演
【全席自由・320席限定】大人1,000円、高校生以下500円
（当日は各200円増）※就学前の幼児のご入場はご遠慮ください。

場 時
入

問K A M O

ラメール Tel.０８５４・４９・８５００

最新情報はインスタでチェック！
@kisuki_marcherises
最新情報はインスタでチェック！
@kisuki_marcherises

インスタは
こちらから！▶マルシェリーズ1階通路　　10:00～16:00場

マルシェリーズ1階フードコート　　10:00～15:00（随時受付）　　無料場 時 参

時

※感染症の状況により、変更・中止となる場合があります。
※入場は原則として島根県内在住者とさせていただきます。

２０２2年度の予定

5/
日

22

菅原史子（ピアノ）菅原史子（ピアノ）

錦織美香（声楽）錦織美香（声楽）

ナビゲーターナビゲーター

昨年6月に開講した「ラメールマスターズプロジェクト」。小学生から
大人までを対象とした管弦打楽器の総合プログラムです。
ラメールを会場に、プロの講師から基礎～専門的なレッスンを受け
ることができます。部活動や、自分の演奏スキルアップに！学びたい
あなたを応援します！

フルート
クラリネット
サックス
トランペット
ホルン
トロンボーン
ユーフォニアム
テューバ
パーカッション

初級クラス／中・上級クラス

初級クラス／中・上級クラス

初級クラス／中・上級クラス

初級クラス／中・上級クラス

中1～高３クラス

中1～高３クラス

中1～高３クラス

中1～高３クラス

中1～高３クラス

中学生のための管打楽器グループレッスン

カイザークラス (初級)
ローデクラス (中級)
パガニーニクラス （上級）
イザイクラス （一般）

経験年数：約1年
経験年数：2～ 3年
経験年数：4年以上
一般愛好家

弦楽合奏グループレッスン

　　　　　　月2回　　　 吹奏楽部に所属している中学生・高校生
　　　  2,000円／月、教室運営費400円／月 ※半期毎に納入いただきます。
レッスン回数
受講料

対象

　　　　　　月2回
　　 　5,000円～／月 ※クラスによって異なります。教室運営費400円／月
レッスン回数
受講料

ヴァイオリン個人レッスン

　　　　毎週月曜または土曜
　　 　3才～就学前クラス　1,250円／回（15分）
　　　  小１～大人クラス　2,500円／回（30分）
　　　 教室運営費400円／月

レッスン

レッスン

受講料

エレキギターグループレッスン

　　　　毎週日曜日
　　　 3,000円／月、教室運営費400円／月受講料

ラメールマスターズプロジェクト202２

受講生
募集中！

本田桂子先生・糸川恵里香先生

水間満先生・金元美咲先生

高橋陽香先生

坂口雄磨先生

清水亨先生・穐山純果先生

福庭礼子先生

廣田一馬先生

堀江亮二先生

杉原響平先生・日野由美先生

高橋美穂先生・芦原充先生

高橋美穂先生

福島勝先生

料金 問い合わせ時間場所 問 申し込み申 プレイガイドプ入時場
イベントガイド

掲載しているイベントは、新型コロナウィルス感染症の
影響で中止・延期となる可能性があります。
開催等の詳細は各問合せ先にご確認ください。


