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■定例講演会 第159回［企画展関連講座Ⅰ］ ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
11月18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Facebookをご覧ください♪

11月10日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『出雲平野に見られる金属加工の話』　
講師：角田徳幸 氏(島根県埋蔵文化調査センター)

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
メールアドレス：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）
11月13日（火）～16日（金）は展示替えのため展示室はお休みです。

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 

ホール展示

ギャラリートーク※事前に電話・FAX・博物館ホームページで
　申し込んでください。

出雲市佐田町地域おこし協力隊の村岡大吾郎氏が
須佐の郷の情景を切り取った写真作品展。

７０年前、島根県師範学校（のちの島根大学教育
学部）教授の山本清氏が初めて小山遺跡の存在
を指摘しました。その後、市も発掘調査を行い、今
回はその成果を中心に展示します。

観覧無料

中野美保遺跡と中野清水遺跡から出土
した土器などを通して古代の出雲平野
の人々の祭祀やくらしを紹介します。

『須佐の【郷】』

企画展 巡覧！出雲平野の遺跡シリーズⅣ
『中野遺跡群』

ミニ企画展

作品タイトル 「節分祭」 ▶

▲中野清水遺跡出土

桃形土製品

11月17日（土）～2月4日（月）11月17日（土）～2月4日（月）

11月14日（水）～12月11日（火）11月14日（水）～12月11日（火）

11月17日（土）～2月25日（月）11月17日（土）～2月25日（月）

2019年2019年

「出雲を掘る第７話 小山遺跡
―発見から７０年―」

荒神谷博物館情報

「出雲国分寺を
　　　読み解く」 「『黄泉の穴』の人骨

  ～猪目洞窟遺跡発見７０年～」

第53回

11月24日（土）14：00～16：0011月24日（土）14：00～16：00
好評開催中～12月3日（月）好評開催中～12月3日（月）

11月17日（土）10：00～11月17日（土）10：00～

12月2日（日）10：00～15：30
大社文化プレイスうらら館
12月2日（日）10：00～15：30
大社文化プレイスうらら館

◆講　師／花谷　浩（当館館長）　
◆受講料／３００円

◆入場料／前売り４００円（当日券５００円）
　　　　　中学生以下無料

出雲市無形文化財発表会

館長講座②
ギャラリー展

今年新たに市の文化財に指定された「唐川
神楽」・「宇那手神楽」をはじめ、無形文化財
に指定されている地域の伝統芸能が一堂に
会し、華々しく上演されます。神話のふるさと
「出雲」に息づく技と心をご体感ください。

出雲弥生の森博物館、ラピタ本店
市内各文化ホールほか
【おたずね】文化財課  ☎21-6893

=======前売り券販売所=======

ミュージアムショップ通信

【巨石マップ３
　　　 石見編】
ちょっとした小旅行を兼ね
て、石見地方の巨石巡り
はいかがですか？

2019年2019年



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

くるくるマグネットをつくろう

自分の描いたイラストがくるくる回
る！磁石の性質を利用したおもちゃを
作ってみよう。

10月27日(土)・28日(日) 
11月3日(土・祝)・4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

整理券ものづくり

～ゴム・ワン グランプリに
チャレンジ！～
ゴムで動く車をつくろう

ゴムの力で走る車を作ります。どのく
らい遠くまで走らせることができるか
な？毎年恒例となった「ゴム・ワン グ
ランプリ in 出雲科学館」にもチャレ
ンジしてみましょう！

３日（土・祝）・4日（日）
10日（土）・11日（日）
17日（土）・18日（日）

23日（金・祝）・24日（土）

①10:30～  
②13:30～ 
③15:30～

60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

紙コップ工作
パクパク人形をつくろう

紙コップとストローで簡単工作。2本の
ストローを動かすと、口をパクパク動か
すように紙コップが動きます。どんな仕
組みで動いているのか、動きを伝える仕
組みを考えながら工作しましょう。

23日（金・祝）～25日（日） 
12月1日（土）・2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
～秋の星座・月・火星～

秋も深まって、夜空には秋の星座が見
えています。天体望遠鏡を使って、月
や火星の観察もしてみましょう。

23日（金・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

11月13日（火） 無料

ものづくり  
レザークラフト教室
ノートカバー
講師：壺倉邦子さん

革に刻印で模様を描き、染色して、革
製のノートカバー（B6サイズ）を作り
ます。シンプルなビジネス手帳のカ
バー、趣味用のノートやアイデア帳用
に幅広く使えます。※皮の素地の色を中
心に着色で多少色を変えることができます。

12月4日（火） 9：40～13：00 大人15人
※小学生未満入室禁止

11月27日（火） 2,800円

レベルアップ☆サイエンス  
ねじって進め！ゴムパワー ! !
※応募の際、希望される日時を第3
希望まで明記してください。

ゴムをねじると、もとの形にもどろう
とします。その力を利用して、プロペ
ラで走る車を作ります。
※応募人数が定員を超えた場合は、小学3年
生を優先させていただきます。

12月8日（土）
       9日（日） 
     15日（土）
     16日（日）

①10：30～12：00
②14：30～16：00

小学3年生～中学3年生
各回24人

※小学生未満入室禁止
11月28日（水） 無料

特別企画  白川英樹博士監修 特別実験教室

導電性プラスチックを作ろう！
～二次電池への応用～

ノーベル化学賞を受賞された白川英樹
博士が考案・監修された実験教室です。
導電性プラスチックを合成して、いろ
いろな実験を行います。
※白川博士は来館されません。

12月9日（日） 13：00～16：30 小学5年生～高校生
40人 11月29日（木） 無料

この他にも、応募教室「大人のための理科学習」（4日（日））、「木工基礎講座」（3日（土・祝）・4日（日）・10日（土）・
11日（日）・18日（日））、ボランティアさんのわくわくかがくひろば 「静電気であそぼう」（10日（土）・11日

（日）・17日（土）・18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人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

出雲科学館の催し出雲科学館の催し（11月）（11月）

イベント

毎年恒例となりました「ゴム・ワン グランプリin出雲科学館」を今年も開催します!
輪ゴムを使って動く車（ゴム・ワン カー）で、どれだけ遠くまで走らせることができるか、
距離を競います。小さなお子さまから大人の方まで、ぜひご参加ください !（ベーシッ
ク部門の車は、チャレンジ教室「ゴムで動く車をつくろう」で作ることができます。）
☆１位～３位には科学グッズをプレゼント！　
☆規定をクリアした車であれば、チャレンジ教室で作った車でなくてもグランプリに参加できます。教室で作った車
も規定内であれば改造可能です。　☆詳しいルールはホームページをご覧ください。 

☆ゴム・ワンは姫路科学館の登録商標です。   ☆ゴム・ワン グランプリは、2006年に姫路科学館で始まった競技会です。

参加無料 ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館
ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館
ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館
ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館

競技時間 ①10：00～12：00 ②13：30～15：30

11月25日●日
※時間内自由出入※時間内自由出入

受付時間 ①10：00～11：30 ②13：30～15：00

サイエンスショー イベント

お笑いコンビ「ボルトボルズ」がやって来る！
笑いあり、驚きありの楽しいサイエンスショー！！
見て、考えて、たくさん笑って！
科学の不思議を体験しよう！

参加無料参加無料

不思議な木の
おもちゃひろば
不思議な木の
おもちゃひろば
不思議な木の
おもちゃひろば
不思議な木の
おもちゃひろば

主催：一般社団法人島根県発明協会

笑って！タメになる！　
サイエンスショー
笑って！タメになる！　
サイエンスショー
笑って！タメになる！　
サイエンスショー
笑って！タメになる！　
サイエンスショー

by ボルトボルズby ボルトボルズby ボルトボルズby ボルトボルズ11月10日●土　　　　　　
14：３０～１5：３０ 11月23日●金　　　　　●祝　　　　　　・24日●土　　　　　　

〈23日〉13:00～17:00
〈24日〉  9:30～17:00

講師：ボルトボルズ（松竹芸能株式会社）

電池などの人工エネルギーを全く使っていない
自然の原理で動く、たくさんの木のおもちゃに
触れてみよう！

講師：湯元桂二さん（おもちゃ作家 工房『あおむし』）

〒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】11月5日（月）、12日（月）、19日（月）、26日（月）

2018.10.19 広報いずも 34



〒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開館です。
※各教室とも２日前までに申込みください。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）（11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】   3日(土・祝） 9：30〜11：30    600円

鼻高山登山と自然観察 11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） 18日（日） 13：30〜15：30 1,500円

韓国料理教室
（チーズダッカルビともう１品） 18日（日） 10：00〜13：00 1,500円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 21日（水） 13：30〜15：30 1,900円

布細工同好会
（パッチワークなど） 23日（金・祝） 13：30〜16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 24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（11月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 みんなと楽しく踊り、身体と頭をリフレッシュしてみ
ませんか？

2日・9日・16日・30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ための教室です。
楽しく指導します。

3日（祝）・10日・24日
（いずれも土曜日） 14：00〜15：30

無料

8日（木）・22日（木） 19：00〜20：30

〒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（11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

焼いも体験と
秋の自然観察

秋の味覚「さつまいも」を焼きながら
手引ヶ丘公園を散策し、植物の種の
増やし方など自然の仕組みや自然の
不思議さ、人と自然との関わりなどを
楽しく学ぼう！

10日(土) 
 

予備日
11日(日)

9:30〜12:00 20人(先着順)
11月2日(金) 

～ 
11月8日(木)

200円/人

発電体験教室

再生可能エネルギーである光や風を
活用したハイブリッド風力発電キットを
つくろう！その他にも５Ｒ（3R+リフュー
ズ、リペア）の勉強をしたりエアロバイ
クを使った人力発電も体験できるよ。

25日(日) 9:30〜12:00 10組 
(小学生以上の親子)

11月16日(金) 
～ 

11月23日(金・祝)
1,300円/組

◆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 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（11月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

晩秋の寄せ植え 深まる秋に彩りを添える寄せ植えを楽みましょう。 ３日 (土・祝） 10：00〜 20人 一般 1,500円
（別途鉢代あり）

美味しい簡単お菓子づくり 簡単なお菓子作りに挑戦します。（親子参加も可） １１日 (日）  9：30〜 15人 一般    500円

そば打ち体験 そば打ちを体験して、打ち立てのそばを堪能します。 １８日 (日） 9：30〜 20人 一般     500円

おしゃれで
可愛いハーバリウム作り

ボトルの中に花材と透明オイルを入れてハーバリウム
を作ります。 25日 (日）  9：30〜 20人 一般  1,500円
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