
■定例講演会 第162回［企画展関連講座4］ ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
2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Facebookをご覧ください♪

2月16日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『出雲平野の土器づくりとその特徴』　
講師：坂本 豊治 氏(出雲市文化財課)

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♪

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）

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

第1回

◆講師 ： 藤岡 大拙 氏
　（荒神谷博物館館長・松江歴史館館長）

「出雲人」

2月23日（土）2月23日（土）
第2回

◆講師 ： 錦田 剛志 氏（島根県神社庁理事）

「伊勢神宮と出雲大社
～日出るクニと日沈みのクニを巡って～」

3月9日（土）3月9日（土）

第3回

◆講師 ： 岡 宏三 氏（島根県立古代出雲歴史博物館専門学芸員）

「大社・日御碕と
  中世出雲神話・神楽」

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 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～3月10日（日）好評開催中～3月10日（日）

出雲を掘る 第７話 

「小山遺跡 ―発見から７０年―」

「石に願いを―出雲大社境内遺跡の調査から―」

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

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）

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

【共通事項】 ◆開催時間14:00～16:00 
　　　　　 ◆各回受講料300円 ※事前申込みが必要

ミュージアムショップ通信
【神おやつプレミアム飴】三種の神器をモチーフ

に、桑の葉やしじみ、しょ
うがなど島根県のいい
ものでつくった飴
甘さ控えめの抹茶味で
おいしいですよ
おやつ、お土産にぜひ♪

2月9日（土）
10:00～
※申込みは不要

開催中～2月25日（月）開催中～2月25日（月）

出雲市中野清水遺跡の平安時代のおもり▶
　（島根県埋蔵文化財調査センター蔵）

2月2日（土）2月2日（土）

文化財保護審議会委員講座
～文化財の専門家が出雲の歴史を語る～

開催期間残りわずか！
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出雲科学館の催し（2月）

9日●土・10日●日・11日●月●祝

出雲科学館 人気教室メドレー 出雲科学館 人気教室メドレー 出雲科学館 人気教室メドレー 出雲科学館 人気教室メドレー 
２月は「人気教室メドレー」！
実験やものづくり、木工教室を週がわりで開催します。毎週いろんな教室に参加して、科学館を満喫しよう！

イベント

イベント

整理券

木　工

参加無料

再生医療の「安全」のつくりかた再生医療の「安全」のつくりかた再生医療の「安全」のつくりかた再生医療の「安全」のつくりかた 自由出入参加無料サイエンストーク

◆所要時間30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

①10:00～ ②11:00～
③13:00～ ④14:00～
⑤15:00～

①10:00～ ②11:00～
③13:00～ ④14:00～
⑤15:00～

実　験

ものづくり 実　験第3弾 第4弾

第1弾 第2弾

◆所要時間40分 ◆各回先着24人 ◆小学3年生以下は保護者同伴

23日●土・24日●日

化学変化で色変わり！
ぷくぷくエレベーター　
化学変化で色変わり！
ぷくぷくエレベーター　
化学変化で色変わり！
ぷくぷくエレベーター　
化学変化で色変わり！
ぷくぷくエレベーター　

◆所要時間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

①10:30～ ②13:30～
③15:30～
①10:30～ ②13:30～
③15:30～

16日●土・17日●日16日●土・17日●日

2日●土・3日●日・9日●土・10日●日・11日●月●祝
16日●土・17日●日・23日●土・24日●日

①10:00～ 
②11:30～
③13:30～ 
④15:30～

①10:00～ 
②11:30～
③13:30～ 
④15:30～

スライムをつくろうスライムをつくろうスライムをつくろうスライムをつくろう

つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争

※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）

①10:30～ ②11:30～ ③13:00～
④14:00～ ⑤15:00～
◆所要時間20分程度 
◆各回先着８組（１組４人まで）

出雲科学館オリジナル積み木「つみっこ」を使って、タワーをつくろう！ ３分間の制限時間でどれだけ高く積み
上げることができるのか競争しましょう。友達や家族での挑戦をお待ちしています。各回の優勝チームには記
念ポストカード、月間総合優勝チームには出雲科学館オリジナルグッズをプレゼント！

再生医療研究の現在にふれながら、「規制科学」という領域や再生医療を社会に届ける現場をご紹介
します。
＜講師＞・神奈川県立保健福祉大学 ヘルスイノベーションスクール設置準備担当 教授 八代 嘉美 氏
           ・国立医薬品食品衛生研究所 再生・細胞医療製品部長 佐藤 陽治 氏

2月17日●日 ①11:00～ ②14:00～ 各回60分

カラフルべっこうあめをつくろうカラフルべっこうあめをつくろうカラフルべっこうあめをつくろうカラフルべっこうあめをつくろう

2日●土・3日●日

◆所要時間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

①10:30～ ②13:30～ 
③15:30～
①10:30～ ②13:30～ 
③15:30～

ビー玉コロコロ　
クーゲルバーンをつくろう
ビー玉コロコロ　
クーゲルバーンをつくろう
ビー玉コロコロ　
クーゲルバーンをつくろう
ビー玉コロコロ　
クーゲルバーンをつくろう

八代 嘉美 氏 佐藤 陽治 氏

この他にも、応募教室「木工創作教室」（17日（日）・24日（日）※締切各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「吹き上げ風車をつくろう」（9日（土）～11日（月・祝）・16日（土）・17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。

応募方法 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。なるほど！教室なるほど！教室

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】2月4日（月）、12日（火）、18日（月）、25日（月）

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・火星～

冬の夜空に輝く星座や月・火
星を観察してみましょう。
寒 さ は 厳 し い 季 節 で す が、
星々は明るく輝いています。

16日（土）
18:00～20:00

※曇天の場合
  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

2月3日(日) 無料

レベルアップ☆サイエンス 
～電気の教室～
トントン発電装置をつくろう!!
～圧電素子ってなんだろう!? ～

振動で発電できることを知って
いますか？トントン叩いて電気
を作りながら実験をしてみま
しょう！※応募の際、希望日時を
第３希望まで明記してください。

3月2日（土）
   ・ 3日（日）

①10:00～11:30
②14:00～15:30

各回16人
小学4年生～
中学3年生

2月17日(日) 無料
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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
※各教室とも、開催日の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）（2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

カズラ・
アート

アクアリューム
10日（日）

10：00〜12：00

1,000円

ランプシェード 1,500円

花入れかご 17日（日） 1,000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

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（2月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 寒さに負けず楽しく踊って、身体と頭をリフレッシュ
してみませんか？

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

〒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（2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

ひなあられを
作ろう！

3月3日はひな祭り。ひな壇にお供えする
カラフルな「ひなあられ」を作ろう！
保護者の参加も可。　

24日(日) 9：30〜11：30

8家族20名（先着順）
子ども〜大人

（小学3年生以下
は保護者同伴）

2月15日(金)〜
2月21日(木) 200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 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。電話でご確認ください。

〒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（2月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

レザークラフトづくり オリジナルのペンケースを楽しく作りましょう。 17日（日）  9：00〜 10人 一般 1,800円

環境にやさしい
紙バンド手芸
（春待ちカゴ）

春待ちカゴを作りましょう。 23日（土）  9：00〜 15人 一般 1,000円

生き物イラスト講座
(楽しくイラストを描い
てみよう)

動物や植物のかわいいイラストを簡単に描くコツを教
えます。好きな生き物の図鑑や写真を見ながら楽しく
描いて素敵な作品を作りましょう。

 24日（日）  10：00〜 20人
一般・
子ども 

(保護者同伴)
500円

◆と　き／３月３日（日）
　　　　　作品展示　及び　発表会　　
◆場　所／アクティーひかわ　   ◆入場料／無料（全席自由）
◆おたずね／アクティーひかわ　☎︎ 72-7411 

アクティーフェスタ 
201９
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