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荒神谷博物館情報

■定例講演会 第148回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
12月17日(日) １０：００～１２：００
講師：平野 芳英・杉岡 直子　受講料：300円 申込不要

最新情報はホームページ内のブログやFacebookをご覧ください♪

12月16日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『出雲における丹・朱の利用』　
講師：上山晶子 氏(島根県埋蔵文化財調査センター）

出雲弥生の森博物館情報

出雲弥生の森博物館
http://www.city.izumo.shimane.jp/yayoinomori
yayoi@city.izumo.shimane.jp

開館時間　９時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日　毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
入館料・常設展観覧料　無料

〒699-0503　斐川町神庭873-8
☎72－9044　FAX 72－7695
http://www.kojindani.jp

開館時間  9時～17時（入館は16時30分まで） 休館日  展示室のみ毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

よすみちゃん

〒693-0011 大津町2760
☎25-1841　FAX 21-6617 

日本遺産認定記念　
「故 永田茂男水彩画展」

日が沈む
聖地の考古学

11月18日（土）～2018年2月26日（月）11月18日（土）～2018年2月26日（月）

ギャラリー展
12月13日（水）～25日（月）12月13日（水）～25日（月）

企画展

ホール展示

ギャラリートーク
12月9日（土）10：00～12月9日（土）10：00～

出雲の平野シリーズ Ⅲ『山持遺跡』

◆場所／２階テーマ展示ギャラリー　　
◆料金／無料（申込不要）

市民ギャラリー展

開催中～
2018年2月5日（月）まで
開催中～
2018年2月5日（月）まで

黒田遺跡と高見平山▶

ミュージアムショップ通信

出雲の平野にある遺跡を紐説く、「出雲の平野シリーズ」。
今回は、国道４３１号東林木バイパス改築等に伴い調査された「山持遺跡」を紹介します。
おびただしい数の土器が見つかった山持遺跡では、朝鮮半島由来の土器や吉備、丹後と
いった他地域との交流が盛んであったことを示す遺物も見つかっています。

出雲国⇔伊都国プロジェクト
シーズン２のイベントとして古
代２国が交流した証である碧
玉勾玉をモチーフにしたキャ
ンドルを販売中。

いつかみた懐かしい風
景が、ほのぼのとした
色使いで描かれ心安ら
ぐ作品になっています。
どうぞご覧ください。

◆場所／１階
◆料金／閲覧無料

『身近にいる野鳥写真展』
出雲市斐川町在住の吉岡直樹氏による写真展。
日本野鳥の会 会員。
なるべく動きのある写真を撮るよう心掛けて
撮影した約４０点の写真をぜひご覧ください。

ざんもち い せき

開催中～12月24日（日）開催中～12月24日（日） 観覧無料

※なくなり次第終了します。

備前焼の壺（椿）

わら屋根の風景



出雲科学館の催し（12月）（12月）

整理券実　験

今年のテーマは「サメ」と「電気」！ 魚にまつわるいろいろな
実験をとおして、お魚博士を目指しましょう。

イベント 参加無料

出雲科学館では、小学３年生から中学３
年生を対象に理科学習をしています。
今回、初の試みとして小学４年生で学習
する「水のすがたと温度」を一般の方に
ご紹介します。子どもたちは、科学館で
どんな実験をしているのでしょう。日常
生活でも役立つ水の知識をお伝えしま
す。みなさんも理科学習を体験してみま
せんか？

特別企画 参加無料

大人のための
理科学習

科学館の理科学習って
何しているの？

大人のための
理科学習

科学館の理科学習って
何しているの？

大人のための
理科学習

科学館の理科学習って
何しているの？

大人のための
理科学習

科学館の理科学習って
何しているの？

12月16日●土 12月3日●日・17日●日
①10:00 ②13:30 ①11:00～12:00　

②15:00～16:00
私たちの生活に欠かせない「電気」。その電気を使う魚がいる
のを知っているかな？あっと驚く電気を使う魚を紹介します。
◆所要時間／40分　◆定員／各回先着24人
◆小学3年生以下は2人までにつき保護者1人同伴

◆定員／各回40人（当日受付可）　
◆対象／大人

お魚ビリビリ実験室お魚ビリビリ実験室

①11:00 ②１４:３０
怖いイメージを持っている人も多い「サメ」。サメってホントは
どんな生き物なの？知られざるサメの秘密を教えちゃいます。
◆所要時間／40分 ◆定員／各回先着30人 ◆小学3年生以下は2人までにつき保護者1人同伴

調べてみよう サメのひみつ調べてみよう サメのひみつ 整理券実　験

しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

自由出入実　験

クリップモーターをつくろう
モーターの仕組みを学び、クリッ
プモーターを作ります。 2日(土)、3日(日)

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

25分
時間内自由出入

小学3年生以下は2人まで
につき保護者1人同伴

整理券ものづくり

オリジナル鉛筆をつくろう

鉛筆についての基礎知識や鉛筆で
書けるものと書けないものの違い
について知り、楽しくオリジナル
の鉛筆を作ります。

2日（土）、3日（日）
①10:30～
②13:30～
③15:30～

60分
各回先着1８人

小学４年生以下は1人に
つき保護者1人同伴

整理券木　工  
削り華のミニクリスマス
リースをつくろう

木の実や、鉋で削った薄い木（削
り華）を飾り付けて、クリスマス
リースを作ります。

2日（土）、3日（日）
9日（土）、10日（日）

①10:30～
②13:30～
③15:30～

60分
各回先着16人

小学3年生以下は1人に
つき保護者1人同伴

整理券実　験

光の実験教室
～まんまるライトをつくろう！～

LEDを使った実験をしながら、ま
んまるライトを作ります。 23日（土・祝）～26日（火）

①10:30～
②13:30～
③15:30～

50分
各回先着24人

小学3年生以下は2人まで
につき保護者1人同伴

自由出入ものづくり

ぱたぱたカレンダーをつくろう

ぱたぱたとじたり開いたりする
と、見えるイラストが変化する「フ
レクサゴン」を使って、楽しいカ
レンダーを作ります。

23日（土・祝）～27日（水）
【受付時間】

①  9:30～12:00
②13:30～16:00

30分 時間内自由出入
小学2年生以下は保護者同伴

教室名 内容 開催日 開催時間 募集人数・対象 応募しめきり 参加費

実　験  
フリーズドライのひみつ

宇宙食やインスタント食品に使われ
ているフリーズドライ（凍結乾燥）の
ひみつに迫ります。

12月17日（日） ①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回16人
小学4年生以上

小学生未満入室禁止
12月６日(水) 無料

自然・環境  
星空観察を楽しもう
秋の星座・月

秋の星座を探しながら、望遠鏡で
月を観察してみましょう。地球の
反射光が月を照らす地球照が見え
るかも。協力：出雲天文同好会

23日（土・祝）
18:00～20:00

※曇天時は19:00
まで

15組
中学生以下は
保護者同伴

小学生未満入室禁止
12月10日(日) 無料

木　工

もうすぐ新年！
ミニ門松をつくろう

お正月になると見かける門松に
は、どんな意味があるのかな？
身近な素材で季節の飾りを作り、
新年を迎える準備をします。

24日（日）
～26日（火）

①10:00～11:00
②15:00～16:00

各回16人
小学3年生以下は

１人につき
保護者１人同伴

12月14日(木) 300円

この他にも、応募教室「木工創作教室」 （12月17日（日）※締切12月7日（木））、ボランティアさんのわくわくかがくひ
ろば「まつぼっくりでクリスマスツリー」（9日（土）・10日（日）・16日（土）・17日（日））などがあります。くわしくは出雲
科学館（25‐1500）へお問い合わせください。

参加費
無料

応募方法

マークのある教室に参加するには整理券が必要です。開館時刻（9時30分）からその日に行われる教室の整理券を受付カウ
ンターで配付します。1人2枚まで、代理人受取可能です。（ただし、保護者同伴が必要な方は代理人になれません）　

事前に申し込みが必要です。電話、ハガキ、科学館ホームページ、FAX、科学館受付カウンターのいずれかで応募ください。

マークのある教室は時間内入退室が自由にできます。ただし、状況によってはしばらくお待ちいただく場合もあります。

〒693-0001 今市町1900－2  ☎25－1500  FAX 24－8383
 ホームページ http://www.izumo.ed.jp/kagaku/
【入館料】無料　【開館時間】9:30〜17:30
【休館日】12月4日（月）、11日（月）、18日（月）、28日（木）〜31日（日）

なるほど！教室なるほど！教室

チャレンジ！教室チャレンジ！教室 自由出入

整理券

出雲科学館公式
Facebook
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〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日
※ただし、第２・第４月曜日は教室のためのみ開館します。
※各教室とも準備の都合上２日前までにご連絡ください。定員になり次第締め切ります。

斐川環境学習センター
（アース館）（12月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

裂き織り体験【定員6人】   2日(土） 9：30〜11：30    600円

こんにゃく作り
【定員10人】 10日（日） 10：00〜13：00    900円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 16日（土） 13：30〜16：30    700円

キムチ作り	
（講師は本場　韓国の方） 17日（日） 10：00〜13：00 1,500円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 17日（日） 13：30〜15：30 1,500円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 20日（水） 13：30〜15：30 1,900円

布細工同好会	
（パッチワークなど） 22日（金） 13：30〜16：30    400円

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（12月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 寒くなってきましたが、家の中から飛び出してみんなと一緒に
フォークダンスを踊りましょう!!

1日・8日・15日・22日
（いずれも金曜日） 10：00〜11：30 1,500円/月

ひかわdeにほんご教室 日本語を習いたい外国人の方々のための教室です。楽しくご指
導します。

2日（土）・9日（土）・23日（土・祝） 14：00〜15：30
無料

14日（木）・21日(木） 19：00〜20：30
フラワーアレンジメント
教室

フラワーアレンジのノウハウを継続的に習う教室です。12月
は「お正月アレンジメント」です。 16日（土） 14：00〜16：00 600円

（材料費別途）

〒699－0904 多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644
 http://www.kazenoko-taki.com/

【休館日】火曜日
風の子楽習館（12月）

イベント名 内　　　　容 開催日 時　間 募集人数(対象) 申込期間 参加費

餅つきを
体験しよう！

正月といえばお餅。餅は日本に古くから伝わ
る食文化です。この歴史ある食べ物を昔なが
らの杵と臼でぺったんぺったん！上手につけ
るかな？ゆず餅・草餅などいろいろな種類の
できたてのお餅を食べくらべてみよう。 

17日(日) 10:00〜13:00
20人(先着順)
子ども〜大人

(5歳以上)

12/7(木)
〜 12/14(木) 700円/人

イベント名 内　　　　容 開催日 時　間 募集人数(対象) 申込期間 参加費

風の子楽習館
クリスマス会

今年も楽しい風の子楽習館クリスマス会を開
催します！子ども向けコンサート（無料）、ミ
ニクリスマスツリーづくりやサンタクロース
のいるフィンランドクッキーの飾りつけなど
クリスマスにちなんだ体験学習が盛りだくさ
ん！体験学習すればビンゴゲーム(先着120名
のお子様)に参加できるよ！　 

3日(日) 10:00〜16:00 どなたでも
参加できます 申込不要 体験学習等は

実費

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間：10：00〜17：00　※子どもの体験を主な目的とするため、大人のみの参加はお断りする場合があります。

教　室　名 内　　　　容　　　【 所要時間（目安）・参加費 】 開催日 時　間

一般体験学習
＊季節限定　

松ぼっくりミニツリー
他

所要時間：20分コースと30分コースがあります。
参 加 費：50円〜 400円(予約不要)

土日祝(イベント開催時
は 除 く)1日5回 ホ ー ム
ページまたはお電話にて
確認ください。

①  9：30 〜 10：30
②11：00 〜 12：00
③13：15 〜 14：15
④14：30 〜 15：30 
⑤15：45 〜 16：15

◆自由参加（内容によっては人数制限があります）※体験学習は、団体予約が入っている場合、参加できません。電話でお確かめください。

〒699－0741 大社町中荒木2484　☎・FAX53－5080
【休館日】毎週月・火曜日（祝日の場合は翌日）
※申込みは講座開催日１か月前から受け付けます。

浜遊自然館（12月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

干支の絵馬づくり 絵馬の形の板に来年の干支の戌を少しだけ描いたり、和紙を貼ったりし
て、かわいらしい絵馬飾りを作ってみませんか？ 10日(日）  9：00〜 15人  一般 800円

春を待つ花を
いけよう	 正月を迎える花をいけましょう。 16日(土）  9：30〜 15人   一般  1,500円

しめ縄・しで作り	 手作りのしめ縄づくりに挑戦しよう。 17日(日）  9：30〜 25人   一般  500円

ミニ門松作り	 松・竹等を使った手作りの門松で正月を迎えよう。 22日(金）  14：00〜 30人   一般  600円

入場料
500円

（全席自由）

ひかわ 
New Year Concert

◆と　　き／1月14日（日）14：00開演（13：30開場）　　
◆おたずね／アクティーひかわ　☎︎ 72-7411 第18回
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