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■平成３０年８月行事予定

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

出雲弥生の森博物館 スポット展
「いつまでも戦後でありたい2018」（～9/10)

出雲弥生の森博物館 9：00～17：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

いずもスクールランチクッキング（～3日） 出雲学校給食センター
10：00～12：30
14：00～16：30

学校給食課 ２８－００６２

2日（木） 介護の仕事見学会 なのはな園ほか 9：00～12：30 高齢者福祉課 ２１－６９７２

3日（金） 平成30年度夏休み消防一日体験学習 出雲市消防本部 9：00～13：00 予防課 ２１－６９２１

出雲囲碁フェスティバル 大社文化プレイスうらら館 10：00～15：00 文化スポーツ課
（公財）出雲市芸術文化振興
財団
0853-21-7580

アロマで心と身体のリフレッシュＰａｒｔ．13
共催：島根県立大学出雲キャンパス公開講座

島根県立大学出雲キャンパス 10:00～11:30 市民活動支援課 ２１－６５２８

湖陵どんとこい祭り 湖畔の温泉宿くにびき前広場 14：50～21：00 観光課 ２１－６５８８

親子サマースクール
木材チップ工場見学&石釜ピザ焼き体験

集合：市役所第2駐車場
行先：須佐チップ工業㈲、ゆか
り館、カウベル

9:45～15:00
市民活動支援課
産業政策課

２１－６５２８

世界の甲虫展2018～名前から学ぶ甲虫たちのヒミツ～（～19日） 出雲科学館 9：30～17：30 出雲科学館 ２５－１５００

おもしろ！ビックリ！サイエンスショー　第2弾
「ドクターX（ペケポン）私、失敗しちゃうかも…」（～5日）

出雲科学館
①11:00～11:40
②13:30～14:10
③15:00～15:40

出雲科学館 ２５－１５００

第３３回スイムランin多伎大会
出雲市多伎町口田儀・奥田儀
地内

8:00～ 開会式
9:00～13:00 競技

文化スポーツ課
スイムランin多伎実行委員会事務

局（スポーツクラブ多伎内）

0853-86-3766

平成３０年度(2018)出雲市戦没者追悼・平和祈念式典
大社文化プレイスうらら館だん
だんホール

14：00～15：20（予定） 福祉推進課 ２１－６６９４

第３回出雲市教育政策審議会 市役所くにびき大ホール 13：30～17：00 教育政策課 ２１－６８７４

神幸神事（夕日の祭り） 日御碕神社周辺 16:00～19:00 観光課 ２１－６５８８

【平成３０年　７月　２３日現在】

4日（土）

5日（日）

1日（水）

7日（火）
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期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

平成３０年度出雲市中学校生徒会リーダー研修会（フレンドシップ事業）
平成３０年度出雲市中学生議会　事前市政説明会及び議会勉強会

市役所くにびき大ホールほか
13：00～14：30
14：40～16：50

児童生徒支援課
学校教育課
議会事務局

２１－６２０４
２１－６８８０
２１－６２４６

出雲市選挙管理委員会定例会 市役所　３０２会議室 13:30～14:40 選挙管理委員会 ２１－６５５９

１０日(金) 平成30年度第2回出雲市子ども・子育て会議 市役所 ３Ｆ大会議室 14：00～16：00 子ども政策課 ２１－６９６３

第13回出雲神話まつり（～１２日）
11日　「出雲盆踊り」　　　12日　「花火大会」

出雲盆踊り：駅通り・中央通り
花火大会：大津神立河川敷公
園

11日　16:30～20:15
12日　20:00～20:50

観光課
出雲神話まつり実行委員会
21-8420

おもしろ！ビックリ！サイエンスショー　第3弾
「Mr.まっつんのマジックサイエンスショー」（～13日）

出雲科学館
①11:00～11:30
②13:30～14:00
③15:00～15:30

出雲科学館 ２５－１５００

12日(日） 環境啓発映画「０円キッチン」上映会 ビッグハート出雲 １０：３０～１２：００ 環境政策課 ２１－６５３５

17日（金） ベビーヨガ教室
共催：島根県立大学出雲キャンパス

島根県立大学出雲キャンパス 13：30～15：00 市民活動支援課 ２１－６５２８

親子ミニ手話講座「夏休み手話教室　親子でチャレンジ！」 市役所　くにびき大ホール 10：00～11：00 福祉推進課 ２１－６９５９

荒神谷博物館定例講座　第156回
「特別展関連講座2　中国古代の印章と金印」
講師：大塚紀宣 氏（山口市教育委員会文化財保護課）

荒神谷博物館 13：30～15：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

おもしろ！ビックリ！サイエンスショー　第4弾
「Dr.ナダレンジャーの自然災害科学実験教室」

出雲科学館
①11:00～11:45
②13:30～14:15
③15:00～15:45

出雲科学館 ２５－１５００

ＮＰＯ法人出雲学研究所　風土記談義　出雲国風土記編 荒神谷博物館 10：00～12：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

22日（水） 出雲の魅力・企業の魅力　発見バスツアー
見学先：市内企業等
（島根大学発着）

9：00～18：30 産業政策課 ２４－７６２０

23日(木) 定例記者会見 市役所 市民応接室 13：30～14：30 広報情報課 ２１－８５７８

24日(金) 出雲市教育委員会定例会 市役所 委員会室（予定） 14：00～16：00 教育政策課 ２１－６８７４

25日（土）
出雲弥生の森博物館 夏季企画展関連講座
「遺跡が語る多伎・湖陵の歴史」

出雲弥生の森博物館 14:00～16：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

11日（土）

8日（水）

18日（土）

19日（日）
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25日（土） 幼稚園ＰＲイベント「みんなあつまれ！わくわくようちえん」 出雲科学館 10：00～15：00 保育幼稚園課
四絡幼稚園
２１－０９９１

26日（日） 親子バス乗り方教室 一畑バス㈱出雲支社 14：00～16：00 交通政策課 ２１－６８１９

28日（火） 重なる不思議な世界～上手下手のない臨床美術（クリニカルアート）体験（１） くにびき大ホール 10:00～12:00 市民活動支援課 21－6528

29日（水）
東京２０２０公認プログラム
NHK「にほんごであそぼ」
スペシャルコンサートｉｎ出雲～にっぽんづくし～

県立浜山公園体育館
カミアリーナ

15：00開演予定
（14：00開場予定）

文化スポーツ課
ＮＨＫ松江放送局
0852-32-0700

荒神谷博物館特別展
魏志倭人伝シリーズⅤ『奴国(弐)～クニを支えた人とモノ～』（～27日）

荒神谷博物館 9:00～17:00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

「出雲文化伝承館」＆「平田本陣記念館」２館同時開催≪特別展≫
多納三勢展　－私への旅ー（～9/2）

出雲文化伝承館
平田本陣記念館

9：00～17：00
休館日：月曜日（出雲文化伝承館）
休館日：火曜日（平田本陣記念館）

文化スポーツ課
出雲文化伝承館
21-2460

出雲弥生の森博物館 ギャラリー展Ⅱ
「お披露目！新発見の『出雲国風土記』」（～9/3)

出雲弥生の森博物館 9:00～17：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

出雲弥生の森博物館 夏季企画展

「ふるさと今昔物語その２ －多伎町・湖陵町－」（～9/24）
出雲弥生の森博物館 9:00～17：00 文化財課

出雲弥生の森博物館
25-1841

開催中


