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■定例講演会 第161回［企画展関連講座３］ ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
1月20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♪

1月1９日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『出雲平野の丘陵と低地の四隅突出型墳丘墓』　
講師：仁木聡 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

♡ハート♡
つぼ縁結び
キャンペーン
開催中♪

受講
無料

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・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）
年末年始休業のお知らせ 12/29～1/3は全館休館致します。

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 

観覧無料

ギャラリートーク

ギャラリートーク

関連講座

一般国道9号出雲バイパス建設に伴い発掘された中野美保遺跡、中野清水遺跡周辺
では、出雲平野において集落が飛躍的に増加する弥生時代中期後半以降、斐伊川左
岸に暮らした人々の様子を垣間見ることのできる遺構、遺物が多数発見されました。
これらの遺跡のまとまりを中野遺跡群としてご紹介します。

期間中無休

出雲国と一支国の相互PRとして出雲
では一支国の魅力をパネルでご紹介
します。

企画展

『中野遺跡群～出雲平野にくらした人々～』
巡覧！出雲平野の遺跡シリーズⅣ

『日本遺産国境の島 壱岐
～魅惑の島への誘い～』

ミニ企画展

◀古墳時代前期の土器

好評開催中～2月4日（月）好評開催中～2月4日（月）

1月16日（水）～3月10日（日）1月16日（水）～3月10日（日）

出雲を掘る 第７話 
「小山遺跡 ―発見から７０年―」

―出雲大社境内遺跡の調査から―」
「石に願いを

出雲国⇔一支国プロジェクト パネル展企画

荒神谷博物館情報

「石見国分寺を読み解く」
1月26日（土）14：00～16：001月26日（土）14：00～16：00

好評開催中～2月4日（月）好評開催中～2月4日（月）

好評開催中～2月25日（月）好評開催中～2月25日（月）

1月26日（土）1月26日（土）

◆講　師／花谷　浩（当館館長）　◆受講料／３００円

館長講座③

速報展

―世界とつながる島根のおもりー」
「はかりの歴史ギャラリー展

ミュージアムショップ通信
【『古代出雲にみた
　　　　　　 日本神話』】
古代史研究家の関和彦氏による新刊。
『古事記』と『日本書紀』『出雲国風土
記』から出雲各所の伝承地を訪ね
原・日本神話を想定した内容です。

１０：００～　
※申込みは不要

事前申込みが必要

1月20日（日）
2月  9日（土）
各回10:00～
※申込みは不要

演題「中央アジアの分銅（6000～3500年前）を探る」演題「中央アジアの分銅（6000～3500年前）を探る」
日時／１月１２日(土)１４：００～１６：００ ※事前申込みが必要
講師／堀　晄 氏（田和山サポートクラブ副会長・
　　　　　　　　　　　　　　　　元古代オリエント博物館研究部長）

開催中～2月25日（月）開催中～2月25日（月）

あきら

中央アジアで見つかった
牛の形の分銅（MIHO MUSEUM蔵）



出雲科学館の催し（1月）（1月）

所要時間15分

クイズラリー　  9:30～17:30　　　　
展示装置ツアー ①10:00～ ②11:00～ ③13:00～　
　　　　　　　 ④14:00～ ⑤15:00～

8:00～11:30

1月26日●土　　　　　　・27日●日　　　

1月6日●日　　　

1月4日●金　　　　　　～7日●月　　　

展示装置クイズラリー展示装置クイズラリー展示装置クイズラリー展示装置クイズラリー

月が太陽をかくす「日食」が
起こります！
今回の日食は、太陽の一部が
かくれる部分日食ですが、出
雲で日食が見られるのは7年
ぶりです。
観察用のメガネを使って、安
全に日食を観察しましょう。
※当日会場で観察用メガネ
を貸出しします。安全のため、
お子さんには保護者が同伴
して観察してください。

展示装置で遊びながら、クイズ全問正解をめざそう！
全問正解者にはオリジナルシールをプレゼント♪
展示装置ツアーにも参加して展示装置にくわしくなろう♪

イベント

◇参加シート配布時間　9:30～15:45
新年は、科学を使ったゲームで遊びながら、冬の寒さを吹き飛ばそう！
全部で7種類のゲームに挑戦して、「かしこくじ」や「リカムシール」をゲットしよう♪
ゲームの成績が良かった人には、「出雲科学館特製ポストカード2019」もプレゼント！

参加無料

イベント 参加無料

受付時間　①9:30～12:00　②13:30～16:00

受付時間　①9:30～12:30　②14:00～16:00

エビでタイを釣る 急がば回れ！お年玉一富士二鷹

ゆらゆら初もうで

的あておみくじ

電撃☆ブヒブヒお雑煮コロコロ

新春！科学で初遊び 2019 新春！科学で初遊び 2019 新春！科学で初遊び 2019 新春！科学で初遊び 2019 

写真は昨年の様子

部分日食
観察会
部分日食
観察会
部分日食
観察会
部分日食
観察会

※中止の場合は午前7時30分
ごろに出雲科学館ホーム
ページでお知らせします。

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

整理券木　工  
糸のこ盤をつかって
干支の置物をつくろう

一人一台電動糸のこ盤を使って、かわい
い干支の置物(今年はいのしし)を作りま
す。干支にまつわるお話や、機械で木
材を上手に切るコツを聞きながら、じっ
くり木の工作を楽しんでみませんか？

12日(土)
～14日(月・祝)

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

静電気のひみつ
この冬パチッとならないために

静電気でパチッとなったことはありま
すか？突然起こる、いや～な「静電気」。
静電気のひみつを知れば、この冬はパ
チッとならずに過ごせるかも !?

19日(土)・20日(日)
26日(土)・27日(日)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

50分

各回先着24人 
小学3年生以下は
3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
～秋・冬の星座・月・火星～

天体望遠鏡で月や火星を観察します。
とても寒い冬の夜ですが、空には明る
い星がたくさん輝いています。ちょっ
とだけ寒さを我慢して星空を見上げて
みましょう。

12日(土)
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

1月6日(日) 無料

実　験  
親子でプログラミング
ゲームをつくろう！
※応募の際、希望日時を第2希望
　まで明記してください。

スクラッチ(Scratch)でゲーム作り
に挑戦！自分が作ったゲームで遊ん
でみよう♪

13日(日)
14日(月・祝)

①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回16人
小学生

※小学生１人につき
保護者1人同伴

1月4日(金) 無料

実　験  
大人のための理科学習 第5弾
科学技術の発展
※応募の際、希望時間を第2希望
　まで明記してください。

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、第５弾として中学３年生で学習
する「科学技術の発展」を紹介します！

27日(日) ①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回20人
大人

※子どもの同伴可
1月17日(木) 無料

この他にも、応募教室「木工創作教室」（20日（日）・27日（日）　※締切各10日（木）・17日（木））、ボランティ
アさんのわくわくかがくひろば「万華鏡をつくろう」（12日（土）～14日（月・祝）・19日（土）・20日（日））など
があります。くわしくは出雲科学館（25‐1500）へおたずねください。

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】1月1日（火・祝）〜3日（木）、15日（火）、21日（月）、28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、１月1日～１月３日
※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）（1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】 12日(土） 9：30〜11：30    600円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 16日（水） 13：30〜15：30 1,900円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 20日（日） 13：30〜15：30 1,500円

新聞やチラシでお洒落な
エコバッグを作ろう！ 22日（火） 10：00〜12：00    400円

布細工同好会
（パッチワークなど） 25日（金） 13：30〜16：30    400円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
野の花談議	
（テーマ：冬の実） 26日（土） 10：00〜12：00    400円

肥料用ボカシ作り教室
（10キロお持ち帰り）

26日（土） 13：30〜16：30 1,400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 26日（土） 13：30〜16：30    700円

みそ作り教室（地元の材料で）
（5キロお持ち帰り・昼食付）

26日（土） 10：00〜13：00 4,500円

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411
【休館日】アクティーひかわ　　　　 １月１日～１月３日
　　　　アクティーひかわ体育館    年中無休

アクティーひかわ（1月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 寒い季節ですがフォークダンスで身体を動かし、身体
と脳を鍛えましょう!!

11日・18日・25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。
楽しくご指導します。

12日（土）・26日（土） 14：00〜15：30
無料

10日（木）・24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（1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

そば打ちを
体験しよう！

力をこめてそばを練って、おいしいそば
を作ろう!そばを打つのはちょっとむず
かしいけど、家族みんなで楽しく作った
できたてのそばはとってもおいしいよ。

20日(日) 9：30〜12：30 ８家族    1/11（金）
〜1/17（木）

１家族
（約３人前）

1,500円

◆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

1月・2月限定
特別体験学習

ドリルを使って原木に穴をあけ、しいたけの菌を打ち込もう！
しいたけが生えてくるまでゆっくり待とうね。植菌した原木は
持ち帰り。参加費：1本850円(1人3本まで)　
※予約不要　※限定100本(無くなり次第終了します。）

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

◆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】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（1月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

七草がゆを
食べよう 七草がゆを食べて１年の無病息災を願います。  6日 (日）  10：00〜 90人  一般・

子ども 200円

そば打ち体験 そば打ちの体験と打ち立てそばを堪能します。 20日 (日）  9：30〜 20人  一般 500円

入場料
500円

（全席自由）

ひかわ 
New Year Concert

◆と　き／1月13日（日）14：00開演（13：30開場）　　
◆出　演／斐川西中学校合唱部、
　　　　　コールライラック、伊藤千恵
　　　　　HONEY SPICE MUSIC　他おたずね／アクティーひかわ ☎︎ 72-7411 

第19回
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