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荒神谷博物館情報

■定例講演会 第152回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
４月１５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♪

４月２１日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『三瓶火山と出雲の縄文世界』　
講師：幡中光輔(出雲市文化財課）

〒699-0503　斐川町神庭873-8

申込み・おたずね／出雲の國ツーデーウオーク実行委員会事務局（斐川第１体育館内）
　　　　　　　　　　☎７２－８８０９

☎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

企画展

ホール展示

時代認定の鍵となる火山の噴火とそれから生じる火山灰、縄文時代において、石器石材
として重要な役割を果たした隠岐の島産の黒曜石、そして、縄文時代の六つの時代区分
を代表する地元出土の土器などを中心に展示。縄文時代全体の自然環境の変化を概観
してみます。

　「歩いて感じるふるさとのあたたかさすばらしさ！」をテーマに、オー
ルジャパンウオーキングカップ認定大会である「出雲の國ツーデーウ
オーク」を開催します。歩いていただくコースは、美しい日本の歩きた
くなるみち５００選に認定されています。しじみ汁やぜんざい等の振舞
いもあります。みなさまお誘いあわせのうえご参加ください。

松江市在住の涌田毅氏によるジオラマ展。
松江城や旧大社駅など島根に縁のある建
物や、世界中の有名スポットをジオラマに
した作品約２0点を展示いたします。

4月13日（金）～5月27日（日）4月13日（金）～5月27日（日） 観覧無料
自分応援型お守り！
なりたい自分を書き出して、
ハスの種に思いを込めます。
５種のパワーストーン付♪
大切な人へのプレゼントにもなります。

自分応援型お守り！
なりたい自分を書き出して、
ハスの種に思いを込めます。
５種のパワーストーン付♪
大切な人へのプレゼントにもなります。

ミュージアムショップ通信
ミライヘのタネ

第１７回
神々のふるさと出雲の國ツーデーウオーク

『建物と景色のジオラマ展』

開催中～7月9日（月）開催中～7月9日（月）出雲平野からみる縄文時代シリーズ その１
『大自然に向きあう縄文人
 ～遊動から定住へ～』

５月３日（木・祝）
● 出西コミュニティセンター（受付、スタート、ゴール） ● ７：００受付開始、８：００出発

５月4日（金・祝）
● 出雲市役所（受付、スタート、ゴール） ● ７：００受付開始、８：００出発

①ツーデー（５/３、５/４の２日間）に参加の方
　一般2,500円（18歳未満1,000円）
②１日だけ（5/3または5/4）参加の方
　一般2,000円（18歳未満1,000円） ※小学生までの方は、保護者同伴とします。

　一般の方の当日受付は５００円増になります。

出雲路一周 １３ｋｍ、２０ｋｍ、３０ｋｍコース

と　き

参加費

斐川町一周 ４２．１９５ｋｍコース

申込期限／
４月２日（月）必着

出雲市斐川町上ヶ谷遺跡出土
深鉢土器（縄文時代中期）▶



出雲科学館の催し（4月）（4月）

イベント

5月3日（木・祝）からはじまる島根化学展。その関連イベントとして、化学
に関する4つのブースを集めたミニ化学展を開催します！

参加無料島根化学展関連イベント
出雲科学館ミニ化学展
島根化学展関連イベント
出雲科学館ミニ化学展
島根化学展関連イベント
出雲科学館ミニ化学展
島根化学展関連イベント
出雲科学館ミニ化学展

［受付時間］① 9：30～12：00 
②13：30～16：00

［受付時間］① 9：30～12：30 
②14：00～16：00

4月28日●土  ～ 30日 ・5月6日●日  
◆対象／小学4年生～中学3年生
　　　　（新年度の学年）　　　
　　　　※１年間継続して参加できる方
◆申込締切 /
　発明クラブ：４月１日（日）
　天文クラブ：４月３０日（月・振休）
◆各クラブの活動日時や申込方
法など詳しくはおたずねいただ
くか、ホームページをご覧くだ
さい。

会員募集
平成３０年度
『出雲少年少女
　　　発明クラブ』
『子ども天文クラブ』

平成３０年度
『出雲少年少女
　　　発明クラブ』
『子ども天文クラブ』

平成３０年度
『出雲少年少女
　　　発明クラブ』
『子ども天文クラブ』

平成３０年度
『出雲少年少女
　　　発明クラブ』
『子ども天文クラブ』

デンプンでお絵かきデンプンでお絵かき

カンナで削って
　木の香り
カンナで削って
　木の香り

正多面体をつくろう正多面体をつくろう

尿素でヒンヤリ実験尿素でヒンヤリ実験

5月3日（木・祝）～5日（土・祝）は「おもしろわくわく化学の世界’18島根化学展」を
開催します。化学に関する20種類のブースを自由に回って色々な実験を楽しもう♪

月・振休

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

自由出入ものづくり

北欧の飾り物
ヒンメリをストローで
つくろう

北欧のクリスマスシーズンの伝統的
な飾り物であるヒンメリをストロー
で作ります。

1日(日)・2日（月）
【受付時間】 

①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

20分
小学2年生以下

保護者同伴
※学年は新学期のもの

自由出入ものづくり

ふしぎな動きの
コロコロカプセル

ふしぎな動きをする簡単でおもし
ろい、コロコロカプセルを作りま
しょう。

3日(火)・4日(水)
【受付時間】

①  9:30～12:00
②13:30～16:00

30分
小学2年生以下

保護者同伴
※学年は新学期のもの

自由出入観　察

春の草花で
しおりをつくろう

科学館の前に生えているいろいろな
草花を観察しながら、しおりを作り
ます。

5日(木)～8日(日)
【受付時間】 

①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

20分
小学3年生以下は

保護者同伴
※学年は新学期のもの

整理券木　工

つくってあそぼう！ 
タングラムパズル

正方形の板をのこぎりで切って、「タ
ングラム」というパズルを作ります。 7日(土)・8日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

50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
※学年は新学期のもの

整理券実　験

自分の体を見てみよう
自分の体で実験したり、顕微鏡で観
察したりしながら、ふしぎな人体の
世界をのぞいてみよう。

14日（土）・15日（日）
21日（土）・22日（日）

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

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

自然・環境  
星空観察を楽しもう 
～冬の星座・月・金星～

夜空ではまだ冬の星座を楽しむこ
とができます。冬の星座を探した
り、望遠鏡で月や金星を観察して
みましょう。

21日（土） 18:30～20:30
※曇天時19:30まで

15組
中学生以下は
保護者同伴

※小学生未満入室禁止

4月11日(水) 無料

この他にも、応募教室「木工創作教室」（15日（日）・22日（日）※締切各4月5日（木）、12日
（木））、ボランティアさんのわくわくかがくひろば 「つなげて！つたえて！糸でんわ」（14
日（土）・15日（日）・21日（土）・22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。

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

〒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】4月9日（月）、16日（月）、23日（月） ※春休み期間中は毎日開館
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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）（4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】   7日(土） 9：30〜11：30    600円

鼻高山登山と自然観察
【定員15人】 15日（日） 9：00〜15：00    800円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 15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） 18日（水） 13：30〜15：30 1,900円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
韓国料理教室　　　　　

「チヂミ」【定員20人】 22日（日） 10：00〜13：00 1,000 円

布細工同好会
（パッチワークなど） 27日（金） 13：30〜16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 28日（土） 13：30〜16：30    700円

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（4月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 暖かくなってきましたね♪楽しいダンスで身体と気持
ちをリラックスさせましょう！！

6日・13日・20日・27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 日本語を学び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。

7日（土）・14日（土）・28日（土） 14：00〜15：30
無料

12日（木）・26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。 21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/
※昨年11月よりホームページをリニューアルしました。  

【休館日】火曜日
風の子楽習館（4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

春来たり！ 
山野草てんぷら会

自然観察ゲームをしながら眺望のよい
丘までハイキング。遊歩道で山野草を
つみ、後でてんぷらにして食べてみよ
う！雨天中止

  8日(日) 9：30〜12：30 30人（先着順）
家族でも可    〜4/6(金)

大人300円 
小学生以下200円

タケノコ掘りデー
手引ヶ丘公園内の竹林でタケノコ掘り
を体験しよう！
※天候および生育状況により延期または
　中止する場合もあります。

21日(土)
 予備日 

22日(日)
9：30〜11：00 8家族 

（先着順）
    4/13(金)
〜 4/19(木) 100円/人

◆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

竹のこいのぼり

スライム（20分・50円、ラメ入り100円）・桜の小枝ストラップ
（30分・200円）・竹のスカイシャトル（30分・150円）・竹の万
華鏡（30分・300円）・竹の紙鉄砲（30分・150円）などその他に
もたくさんの体験学習ができます。

土・日・祝
(イベント開催時は 

体験学習を行いません)

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

◆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（4月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

ボトルアクアリウム 水草とエビで楽しむ小さな水槽（容器代は含まない） 15日(日）  10：00〜 20人
一般

(5歳以上
小学生以下
保護者同伴)  

  500円

お手軽簡単料理を
作りましょう 美味しく、いつでも使える簡単な料理を作ります 21日(土）  9：30〜 15人  一般    700円

春の寄せ植え ガーデニングシーズンに向けて一鉢かわいい寄せ植え
を作ってみませんか（鉢代は含まない） 22日(日）  10：00〜 20人  一般 1,500円
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