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荒神谷博物館情報

■定例講演会 第154回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
6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♪

6月16日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『山陰地域の古代炊飯具～意外な地域性と交流の諸相～』　
講師：岩橋孝典(古代出雲歴史博物館)

出雲弥生の森博物館情報

開催予告

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 

ギャラリー展

ミニ企画展

ホール展示

◆講　師 ： 横須賀 倫達 氏（文化庁文化財部 美術学芸課）
◆受講料 ： 無料　◆要申込

記念展関連講演会
6月23日（土）6月23日（土）14：00～16：0014：00～16：00

14：00～16：0014：00～16：00

9：00～16：009：00～16：00

「馬上の出雲王、金銀を纏う 
～重要文化財 上塩冶築山古墳出土品が示すもの～」

まと

◆講師 ： 埋蔵文化財発掘担当者

◆会場：荒神谷博物館前
　　　　古代ハス池
◆象鼻盃席 
　①10：00～②14：00～
◆各回先着50名

◆受講料 ： 300円
◆要申込

「平成29年度 市内発掘調査報告」

※事前に電話、ＦＡＸ、博物館ホームページでお申込みください。

出雲市内の写真愛好家が撮影
した逸品の数々を展示いたし
ます。

6月5日（火）～6月28日（木）6月5日（火）～6月28日（木）観覧無料

荒神谷の蓮池で採れた
花托に藍染の古布や絹
のカラフルな生地を入
れて作った飾りです。

ミュージアムショップ通信
「花托細工」

今年２月、霊山寺の
仏像、知西寺の
ラッパイチョウ、唐
川神楽の３件が新
たに出雲市指定文
化財となりました。
今回はその指定を
記念して展示を行
います。

『フォト雲州写真展
　　　　  Vol.6』

6月2日（土）～7月9日（月）6月2日（土）～7月9日（月）

6月30日（土）6月30日（土）

5月23日（水）～7月23日（月）5月23日（水）～7月23日（月）

重要文化財指定記念展

職員リレー講座

上塩冶築山古墳の出土品 新指定文化財展

開催中～7月9日（月）開催中～7月9日（月） ６月30日（土）・7月1日（日）６月30日（土）・7月1日（日）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～』

荒神谷ハスまつり

▲金色に輝く冠

高西遺跡(塩冶町)▶高西遺跡(塩冶町)▶

▲唐川神楽



出雲科学館の催し出雲科学館の催し（6月）（6月）

第３弾として小学５年生で学習する「魚のたんじょう」を
ご紹介します。1人1台光学顕微鏡を使って、メダカの卵
や水中の小さな生物を観察できるチャンスです！

特別企画 参加無料応募

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？

［受付時間］

①10:30～12:00
②15:00～16:306月24日●日  

深海はいったい、どのような世界なんでしょう？そして、どのよ
うな生き物たちが住んでいるのでしょうか？見慣れた海の生き
物たちと、似ていたり、似ていなかったり…深海で生きていく
ために様々な特徴をもった深海生物たちを、調査の様子とあ
わせてご紹介します。

9:30～17:306月9日●土  ～ 24日●日  

企画展 観覧無料

全国科学館連携協議会巡回パネル展全国科学館連携協議会巡回パネル展全国科学館連携協議会巡回パネル展全国科学館連携協議会巡回パネル展

「潜水調査船がみた深海生物」「潜水調査船がみた深海生物」「潜水調査船がみた深海生物」「潜水調査船がみた深海生物」

◆募集人数／各回20人
　※ただし、定員に満たない場合は
　　 当日先着順で受付けます。

◆対象／大人　※子どもの同伴可
　※応募の際は、希望時間を第2希望まで
　　 明記してください。

◆締め切り／6月14日(木)

※生体展示ではありません。

写真提供 © JAMSTEC

期間中には、３つの
関連イベントを開催

！
詳しくは下の

『チャレンジ！教室』
欄を

ご覧ください。

期間中には、３つの
関連イベントを開催

！
詳しくは下の

『チャレンジ！教室』
欄を

ご覧ください。

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

つくってとばそう
ストローグライダー

ストローとビニール袋で作る、かんた
んストローグライダー。上手に作って、
ふんわりと飛ばして遊びましょう。

5月26日（土）、27日（日） 
6月2日（土）、3日（日）

【受付時間】 
①  9:30～12:00 
②13:00～16:00

20分 小学3年生以下は
保護者同伴

整理券実　験

きれいに咲かせよう！
ロウソクの花

ロ ウ ソ ク を 水 に た ら す と 花 の 形
に！？きれいな花を咲かせるにはど
うすればよいか、実験をして考えて
みましょう。

5月26日（土）、27日（日） 
6月2日（土）、3日（日）

①10:30～　 
②13:30～　 
③15:30～

40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

整理券木　工

鳥とおしゃべり
バードコールをつくろう

木を使って、鳥とおはなしするため
の道具を作ります。小さなハンドル
をひねると、てのひらの中で本物の
鳥が鳴いているみたい！

9日(土)、10日(日) 
30日(土)、7月1日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

60分

各回先着16人 
小学3年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

企画展関連イベント

プラネタリウムで
深海探検にでかけよう

プラネタリウムで深海探検に出かけ
ましょう！映像を見ながら、深海の
生き物を紹介します。

9日(土)、10日(日)
16日(土)、17日(日)
23日(土)、24日(日)

①10:00～ 
②13:00～ 
③15:00～

20分 各回先着30人

企画展関連イベント

ミニ実験タイム
深海ってどんなところ？

深海はいったいどのようなところな
のかな？簡単な実験をしながら、深
海の世界についてくわしくなろう。

9日(土)、10日(日)
16日(土)

23日(土)、24日(日)

①11:00～ 
②14:00～ 20分 自由観覧

自由観覧企画展関連イベント

アクアス職員に学ぶ
深海生物のヒミツ

アクアスの職員さんに、深海の生き
物について教えてもらおう。 17日(日) ①11:00～ 

②14:00～ 30分 自由観覧

整理券実　験

光の科学
光でいろいろ実験しよう

なんで色が見えるの？太陽の光はな
んで暖かいの？光で何ができるの？ 

「光」を使って実験してみましょう。

16日(土)、17日(日)
23日(土)、24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

自由出入ものづくり
プラ板でキーホルダー
をつくろう 

プラ板に色鉛筆で絵を描いてキーホル
ダーを作ります。やさしい色合いのオ
リジナルキーホルダーを作りましょう。

23日(土)、24日(日)
30日(土)、7月1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

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 
～春の星座・月・木星・金星～

春の星座と惑星観察を楽しんでみ
ませんか。これから夏にかけて、
夜空にはいろいろな惑星を見るこ
とができます。

16日（土） 19:00～21:00
※曇天時は20:00まで

15組
中学生以下は
保護者同伴

※小学生未満入室禁止

6月6日(水) 無料

レベルアップ☆サイエンス  
～生命の教室～ 
命をつなぐ動物たちのくふう

タニシを解剖して、赤ちゃんがどのように生
まれてくるのか調べながら、命をつなぐため
の工夫について探っていきます。※応募の際、
希望日時を第３希望まで明記してください。

７月7日（土）
　　8日（日）

①10:30～
②14:30～

小学5年生～
中学3年生
各回8人

6月27日(水) 無料

木　工  
木のカトラリーづくり 
ヒノキのスプーンを削ろう

木の香りを感じながら、刃物で少
しずつ削ってヒノキのスプーンを
作ります。※応募の際、希望日を
第２希望まで明記してください。

７月7日（土）
　　8日（日）

10:00～16:00
（12:00～13:30

昼休憩）

中学生以上
各回8人

※中学生未満入室禁止
6月30日(土) 300円

この他にも、応募教室「木工創作教室」（17日（日）・24日（日）・※締切各6月7日（木）・14日（木））、ボランティ
アさんのわくわくかがくひろば「リカムにハイタッチ！～わなげ遊びをしよう～」（9日（土）・10日（日）・
16（土）・17（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】6月4日（月）、11日（月）、18日（月）、25日（月）
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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）（6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

城平山登山と自然観察
【定員20人】   3日(日） 9：00〜14：00    800円

笹巻き作り教室	
【定員20人】   3日(日） 10：00〜13：00 1,500円

肥料用ぼかし作り	
（10Kg持ち帰りできます） ９日（土） 13：30〜16：30 1,400円

ホタル観察	
【定員20人】 ９日（土） 19：30〜 無料

韓国もちを作ってみよう！
【定員20人】 １６日（土） 10：00〜12：00 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

かずらでランプシェード
作り【定員10人】 17日（日） 10：00〜12：00 2,500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

布ぞうり作り教室
【定員8人】 23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（6月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 体調を崩しやすい季節。
フォークダンスで楽しく踊り身体を整えましょう。

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） 14：00〜15：30
無料

14日（木）・28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。 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/
※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（6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
夜遊び探検隊③	
多伎のホタルを見
に行こう！

ホタルの生態について学習した後、きれいな
田儀川の川沿いを歩きながらゲンジボタルを
観察しよう。 

9日(土) 20：00〜21：30
50人（先着順）
子供〜大人 

（小学生以下は保護者同伴）
6月3日(日)まで 300円

初心者向け	
キス釣り体験教室

初心者を対象に楽しいキス釣りの魅力を紹介
するとともに、投げ釣りができるように指
導します。※釣具の貸出（有料）もできます。 
釣った魚はみんなで料理して食べちゃおう！

24日(日)    6:00〜12:30

〈対象〉
  小学生と保護者 

〈募集人数〉
  8組程度（先着順）

6月8日(金) 
〜 6月17日(日)

〈参加費〉
600円/人 
〈貸出〉

道具一式500円 
〈販売〉

餌1P200円 
(貸出が必要な方のみ)

地引網を体験して
みよう！	

(一般申込要綱) 多伎の砂浜で昔ながらの地引網を体験しよ
う！人と海の関わりを学ぼう！
※海の状況により中止になる場合があります。

7月1日(日)  6：00〜10：30

〈対象〉
小学生〜大人 

（小学生以下は保護者同伴）
〈募集人数〉

100名（先着順）

6月15日(金) 
〜 6月23日(土)

子供 1,000円 
大人 1,200円　　　　　

地引網を体験して
みよう！	

(団体申込要綱)

1団体50名以内 
〈対象〉

小学生〜大人 
（小学生以下は保護者同伴）

6月14日(木)まで

～自然の川で～	
ヤマメのつかみ取
りを楽しもう！	
（団体申込のみ）

多伎町奥田儀の宮本川の上流で昔行われていた櫻井
家のたたら製鉄の歴史を知り,自然の川でヤマメの
つかみどりに挑戦しよう！泳いでいるヤマメを追い
込んで･･･素手でつかまえられるかな？　雨天中止 
一般の申込みは8月2日(木)より行います。

8月25日(土) 10：00〜13：00
団体は50名まで 

3歳以上 
（小学生以下は保護者同伴）

8月1日(水)まで 子供1,000円 
大人1,100円

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間：10：00〜17：30　※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
竹の水てっぽう

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 〜 16：45

◆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（6月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

ハナショウブまつり 親水池に咲く花しょうぶやイベント・出店をお楽しみ
ください １０日 (日） １０：００〜 

寄せ植えコンテスト 気軽にコンテストに参加してみませんか（鉢代を含む） １０日 (日） １０：００〜 20人   一般 1,000円

夏の草花をいけよう 花しょうぶ等を使って夏の草花をいけます １７日 (日）  ９：３０〜 15人  一般 500円

紙すき体験 ミツマタや牛乳パックを使って紙すきに挑戦します ２４日 (日）  ９：３０〜 15人  一般・子ども  200円

初めてのパン作り ふんわりパン生地で丸パンとシナモンレーズンパンを 
作ります ３０日 (土）  ９：００〜 8人  一般 800円
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