
■定例講演会 第171回
■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
11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♪

11月16日(土) 13：30～15：00
演題：秋の企画展関連講座『出雲平野の自然環境と人為環境』
講師：渡邉正巳 氏（文化財調査コンサルタント)
資料代300円　申込み不要

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.lg.jp

開館時間　９時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日　火曜日（祝日の場合は翌平日）

よすみちゃん

〒693-0011 大津町2760
☎25-1841　FAX 21-6617 

◀東日本由来の異形土器（北海道産の朱付着）◀東日本由来の異形土器（北海道産の朱付着）

第2回 11月23日（土・祝）１４:００～１６:００11月23日（土・祝）１４:００～１６:００

第3回  1月25日（土）１４:００～１６:００  1月25日（土）１４:００～１６:００

◆場　　所：大社文化プレイスうらら館
◆入 場 料：前売券 400円（当日券 500円）中学生以下無料
◆前売券販売所：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

講師：花谷　浩

「出雲の縄文文化と交流
          －京田遺跡をひも解く－」

【ギャラリートーク】  いずれも 10：00～
11月 30日（土）、12月 14日（土）、1月 18日（土） 
【ギャラリートーク】  いずれも 10：00～
11月 30日（土）、12月 14日（土）、1月 18日（土） 

【関連講演会】１１月１０日（日）１４:００～１６:００【関連講演会】１１月１０日（日）１４:００～１６:００

11月9日（土）～1月27日（月）11月9日（土）～1月27日（月）

講 師：山田 康弘 氏（国立歴史民俗博物館 教授）

ミニ企画展

「『仁』県内初例の刻書文字
            　－高西遺跡の調査から－」

速報展 好評開催中～11月25日（月）好評開催中～11月25日（月）好評開催中～2月3日（月）好評開催中～2月3日（月） ギャラリー展

第５４回 出雲市無形文化財発表会
11月17日（日）１０：００～１５：３０11月17日（日）１０：００～１５：３０

ホール展示
オープニングイベント『ひらく』
◇ワークショップ 10：00～14：00
　【私をひらくアロマスプレー作り】　
　講師：岩成桜(リラクセーションスペースゆるり)
◇髙須賀千江子ダンスパフォーマンス
　【あまのいわと】 15：00～
◇中尾早乙里×髙須賀千江子
　プチギャラリートーク 15：50～16：30
※材料費・参加費が必要です。

「縄文時代の暮らし
　　  ー京田遺跡と最先端の研究からー」
「縄文時代の暮らし
　　  ー京田遺跡と最先端の研究からー」

荒神谷博物館情報

弥生時代に作られた生活道具や祭祀具などの木製品、井戸から見つかる祭祀
の遺物、そして中世の古墓からの出土品や輸入陶磁器などを展示します。　
※期間中無休（ただし年末年始は休館）

『古事記』や『出雲国風土記』に
登場する神様を豆で表現する
中尾早乙里作品展

ホール展示 11月2日（土）～29日（金）11月2日（土）～29日（金） 11月4日（月・振休）11月4日（月・振休）

荒神谷博物館秋の企画展 11月16日（土）～3月2日（月）11月16日（土）～3月2日（月）
令和2年令和2年

〒699-0503　斐川町神庭873-8
☎72－9044　FAX 72－7695

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）

荒神谷博物館FB 検索Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

観覧無料

出雲平野を舞台に様々な地域と交流
した出雲の縄文人。その姿について
最新の研究成果から迫ります。

無形民俗文化財に指定されている
地域の伝統芸能が一堂に会し、
華々しく上演します。
神話のふるさと・出雲に息づく技
と心を体感してください。

「没後１８０年 西山砂保
            －出雲の近代医学の先駆け－」

入館料・観覧料   無料

「瓦から島根の歴史をひも解く」「瓦から島根の歴史をひも解く」

「須恵器から山陰の歴史をひも解く」「須恵器から山陰の歴史をひも解く」

各回300円

無料

『よつがねムラ～姫原の木と水辺のくらし～』
巡覧！出雲平野の遺跡ｼﾘｰｽﾞⅤ

『古事記編さん1307年記念！？ 豆的出雲神話展
  ～いま花ひらくやおよろ豆の神々～』

※展示替え休室：11/12～11/15

※事前に電話・FAXでお申込みください。

館長講座 
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教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

自由出入自然・環境

お月見団子付き天体観望会
〜秋の星座・月・木星・土星〜

天体望遠鏡で月のクレーターや惑星な
どを観察します。先着で電子レンジで
簡単に作ることのできるお団子づくり
も体験できます。お月見団子を手作り
しながら、星空観察を楽しみましょう。
※曇天・雨天時はプラネタリウムを上映しま
す。協力：出雲天文同好会

2日(土)

[受付時間] 
18:00〜19:30 

※曇天・雨天時は
19:00まで

ー

中学生以下は
保護者同伴 

※お団子づくりは
先着100人

整理券実　験

化学実験
いろんな結晶をつくってみよう

いろいろな化学変化を利用して「結晶」
を作ってみましょう。
身近な材料でできる結晶づくりの方法
も紹介します。

10月26日(土)・27日(日)
１1月2日(土)〜4日(月・振休)

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

整理券ものづくり

〜ゴム・ワンR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！

  9日(土)・10日（日）
16日(土)・17日(日)
23日（土・祝）

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

紙コップの中に虹をつくろう

紙コップを使って分光器を作ります。紙
コップの中にできる虹を観察しながら、
光の色の秘密を探りましょう。

23日(土・祝)・24日(日)
30日(土)・12月1日(日)

〔受付時間〕
①  9:30〜12:00 
②13:30〜16:00

25分 小学3年生以下は
保護者同伴

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（ねずみ）の置物を作ります。
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。

11月30日（土）・12月1日(日) 
12月7日（土）・8日（日）

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

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

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。
主催：出雲科学館  協賛：旭化成株式会社  
企画・制作：日本科学未来館

12月8日（日） 13：00〜16：30 小学5年生〜高校生
40人 11月28日（木） 無料

この他にも、「木工基礎講座（全５回）」（2日（土）〜4日（月・振休）・9日（土）・10日（日）※締切10
月23日）、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「ひっくり返ってストンと着地」（9日（土）・
10日（日）・16日（土）・17日（日））などがあります。詳しくは出雲科学館（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があります。

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

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まで、ぜひご参加ください。
（基本的な車は、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24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

イベント

eco実験パフォーマーらんま先生が出雲にやって来る！
わくわくするような仕掛けがたくさん詰まったサイエンス
ショー！身近な eco について楽しく学びながら科学の不
思議を体験しよう。

eco実験パフォーマーらんま先生が出雲にやって来る！
わくわくするような仕掛けがたくさん詰まったサイエンス
ショー！身近な eco について楽しく学びながら科学の不
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

らんま先生の
eco実験パフォーマンス
らんま先生の
eco実験パフォーマンス
らんま先生の
eco実験パフォーマンス
らんま先生の
eco実験パフォーマンス
11月9日●土　　　　　　14：３０～１5：３０ 11月23日●土　　　　　●祝　　　　　　・24日●日　　　　　　

〈23日〉13:00～17:00
〈24日〉  9:30～17:00

電池などのエネルギーを全く使っていない、
自然の原理や人工のつながりで動く、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（火）、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開館です。
※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）（11月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

裂き織り体験【定員4人】    2日(土） 9：30〜11：30    600円

地元斐川産ハトムギを使っておい
しい料理を作ろう！【定員15人】    9日(土） 10：00〜13：00    500円

三瓶登山(東の原・室ノ内）
と自然観察 10日（日） 8：30〜16：00    800円

レザークラフト（入門編） 10日（日） 13：00〜16：00 1,300円

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

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

レザークラフト
(ステップ・アップ編） 17日（日） 13：00〜16：00 1,300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・祝） 13：30〜16：30    700円

マコモと天然香料で作る
癒しのお香	 30日（土） 10：00〜12：00 2,000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？

1日・8日・22日・29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。

2日・9日・23日（祝）
（いずれも土曜日） 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（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

薪を燃やして昔ながらの秋の味覚「焼
いも」を味わおう！
また、手引ヶ丘公園内を散策し、植
物の種の増やし方など自然の仕組み
や自然の不思議、人との関わりなど
を楽しく学ぼう！

10日(日) 9:15〜12:00 20人(先着順)
10月31日(木) 

～ 
11月7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
	

季節限定：
松ぼっくり
ミニツリー

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

お電話にてご確認ください。

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（11月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

浜遊で畑を耕そう
その２（玉ねぎ） 自然館の畑で、玉ねぎ作りに挑戦します。 10日(日） 9：30〜 15人 一般    700円

ペインティングで可愛い
クリスマスプラークを作り
ましょう

白木に色を塗ったりデコしたりしてクリスマス飾りを
作ります。 17日(日） 9：00〜 15人 一般 1,300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。 23日(土・祝） 9：30〜 20人 一般     500円

干支の絵馬づくり 絵馬の形の白木にペイントしたり、和紙をデコしたり
して来年の干支飾りを作ります。 24日(日） 9：00〜 15人 一般  1,100円
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