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■定例講演会 第174回
■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
2月16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15日(土) 13：30～15：00
演題：企画展関連講座4『島根県下出土の木製品（仮）』
講師：中川　寧 氏（島根県埋蔵文化財調査センター)
資料代300円　申込不要

出雲弥生の森博物館情報

　最古の僧坊の一つと考えられる本覚坊。発掘調査で見つ
かった建物遺構と出土品から、その歴史をたどります。

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）・年末年始

よすみちゃん

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

赤い人骨
（出雲市神門地区出土）

赤い人骨
（出雲市神門地区出土）

鰐淵寺根本堂鰐淵寺根本堂

【関連講演会】 2月 11日（火・祝）【関連講演会】 2月 11日（火・祝）

「出雲の赤 古墳時代編」

「1/80の調査
  ―史跡鰐淵寺境内の
　　　　　調査から―」

「田儀櫻井家のたたら製鉄 
  その１ 田儀櫻井家と宮本鍛治山内遺跡」

ギャラリー展

速報展

2月26日（水）～5月25日（月）2月26日（水）～5月25日（月）

2月11日（火・祝）～3月30日（月）2月11日（火・祝）～3月30日（月）

ギャラリー展

期間中無休

「杵築富くじ興行とその経済効果」「杵築富くじ興行とその経済効果」

荒神谷博物館情報

姫原西遺跡では川跡から武器をかたどった木製品が見つかりました。
朝鮮半島や中国大陸をルーツにもち、祭器として変容した銅戈や鏃を身近な木で作
り、祭りに使った弥生の人々は、ここでどんな暮らしをしていたのでしょうか。

出雲では初節句に天神さんやお雛さまが飾られます。
江戸中期に遡る五色天神や明治時代に製作された土
天神は、子どもの成長と学問の向上を祈り作られた
ものです。武者幟、土天神、立天神、五色天神など
展示します。
ぜひこの機会にお子さまとご一緒にご鑑賞ください。

ホール展示

荒神谷博物館 企画展 開催中～3月2日（月）開催中～3月2日（月）

〒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

入館料・観覧料   無料

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

「古墳時代の赤色顔料」

『ひかわの天神さま』

◆時間　１４：００～１６：００

◆講師：山﨑 裕二 氏（公益財団法人 いづも財団 事務局長）◆講師：志賀 智史 氏（九州国立博物館）

◆事前に電話・FAXでお申込みください。

2月22日（土）2月22日（土）

荒神谷遺跡から
出土した銅剣や
宍道湖、歴史博物
館など島根を舞
台にした、親子で
楽しめる物語で
す。

受講料 各回300円

出雲市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や文化を語る～
第１回

「出雲の神像ーその信仰と造形」「出雲の神像ーその信仰と造形」
◆講師：的野 克之 氏（島根県立古代出雲歴史博物館 参与）

2月2９日（土）2月2９日（土）第２回

「神門通りの形成と出雲大社の神苑拡張計画
 （大社の近代化と近代的な神社景観の形成）」
「神門通りの形成と出雲大社の神苑拡張計画
 （大社の近代化と近代的な神社景観の形成）」
◆講師：和田 嘉宥 氏（米子工業高等専門学校 名誉教授）

3月7日（土）3月7日（土）第３回

～講座・講演会の共通事項～

ミュージアムショップ通信

　近世の出雲を代表する鉄師「田儀櫻井家」。彼らが経営
した「たたら製鉄」の遺跡をご紹介します。

好評開催中～2月24日（月・振休）好評開催中～2月24日（月・振休）

「ミズモ ひみつの剣をとりかえせ！」

▲木製三稜鏃
　（姫原西遺跡出土）
▲木製三稜鏃
　（姫原西遺跡出土）

▲戈形木製品
　（姫原西遺跡出土）
▲戈形木製品
　（姫原西遺跡出土）

2月5日（水）～6月1日（月）2月5日（水）～6月1日（月）

※次回開催は、３月７日（土）に変更になります。



出雲科学館の催し（2月）（2月）

1日●土・2日●日

人気教室メドレー 人気教室メドレー 人気教室メドレー 人気教室メドレー ２月の出雲科学館は「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

木工

ものづくり

整理券

参加無料整理券

◆所要時間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

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

実験

第3弾 第4弾

第1弾 第2弾

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
実験

1日●土・2日●日・8日●土・9日●日・11日●火●祝・15日●土・
16日●日・22日●土～24日●月●振休・29日●土・3月1日●日

マクスウェルのコマをつくろうマクスウェルのコマをつくろうマクスウェルのコマをつくろうマクスウェルのコマをつくろう

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

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）

自由出入 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。

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、タワーを作ろう！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！

かんなを使って、木を削ってお箸を作ります。み
んなが毎日使うお箸、いったいどんな風に作ら
れているのかな？自分で作ったお箸で食べるご
はんは、いつもよりもっとおいしいかも！？

8日●土・9日●日・11日●火●祝

◆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～
クエン酸と重曹を使った実験をしながら、入浴
剤を作ります。自分の好きな香りや色をつけて、
オリジナルの入浴剤を作りましょう！

かんなで削ろう！マイ箸づくりかんなで削ろう！マイ箸づくりかんなで削ろう！マイ箸づくりかんなで削ろう！マイ箸づくり

15日●土・16日●日

◆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～
マクスウェルのコマってどんなコマ？
コマの重心について調べながら、軸が傾いたま
ま回るふしぎなコマを作りましょう。

22日●土・23日●日・24日●月●振休

◆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～
砂糖のヒミツを学びながら、簡単でキレイな
べっこうあめを作りましょう。

好きな香りに好きな色
オリジナル入浴剤をつくろう
好きな香りに好きな色
オリジナル入浴剤をつくろう
好きな香りに好きな色
オリジナル入浴剤をつくろう
好きな香りに好きな色
オリジナル入浴剤をつくろう

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

ふしぎなふりこを
つくろう

大・中・小、大きさのちがう3つの振り
子を作ります。ゆらし方を工夫すると、
ねらった振り子だけをゆらすことがで
きるふしぎな振り子を作りましょう。

2月29日（土）
3月  1日（日）

[受付時間] 
①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

30分 小学3年生以下は
保護者同伴

整理券実　験

ふわふわスライムを
つくろう！

身近な材料を使って、ふわふわ・も
ちもちのスライムを作りましょう！

2月29日（土）・3月1日（日）
7日(土)・8日(日)

①10:00～ 
②11:30～ 
③13:30～ 
④15:30～

45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

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 募集人数・対象 応募締切 参加費

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7日(土)
8日(日)

①10:00～11:30
②14:00～15:30

各回10人
小学5年生

～中学3年生

2月24日
(月・振休) 無料

この他にも、応募教室「木工創作教室」16日（日）・19日（水）※締切各6日（木）・9日（日））、ボランティアさ
んのわくわくかがくひろば「ゴムで飛ぶ紙ヒコーキをつくろう」（8日（土）・9日（日）・15日（土）・16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 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。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

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 https://www.izumo.ed.jp/kagaku/
【入館料】無料　【開館時間】9：30〜17：30
【休館日】2月3日（月）、10日（月）、17日（月）、25日（火）
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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、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）（2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】   1日(土） 9：30〜11：00    600円

韓国料理教室	
（ご要望にお応え・キムチ作り教室）

  8日（土） 10：00〜13：00 1,800円

韓国料理教室	
（チヂミと大根キムチ）

15日（土） 10：00〜13：00 1,500円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります）

16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）

19日（水） 13：30〜15：30 1,900円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

生ゴミ用ぼかし作り
(４キロお持ち帰り)	 22日（土） 13：30〜16：30    600円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 22日（土） 13：30〜16：30    700円

立春！一年の願いをこめて
香袋作り(牡丹と天然香料）

23日
（日・祝） 10：00〜12：00 2,000円

布細工同好会
（パッチワークなど）

28日（金） 13：30〜16：30    400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（2月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 楽しく踊って寒さを吹き飛ばしましょう。
身体もポカポカになりますよ。

7日・14日・21日・28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。

1日（土）・8日（土）・22日（土） 14：00〜15：30
無料

13日（木）・27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

オリンピック
（五輪）色の	
ひなあられを
作ろう！

3月3日はひな祭り。
今年は東京オリンピックにちなんで五輪
マークのカラフルな「ひなあられ」を作ろ
う！保護者の参加も可。

23日
(日・祝) 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13日(木)〜
20日(木) 300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 〜 16：15

◆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】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

イラスト講座
好きな生き物を描いてみよう

動物や植物などを可愛く描くコツをイラス
トレーターがアドバイス。    8日(土）  9：30〜 15人  一般・（小学３年生

以下は保護者同伴） 300円

フラワー
アレンジメント

フラワーアレンジメントに挑戦！バレンタ
インデープレゼントにいかが？（容器代含む）    9日(日）  9：30〜 20人  一般 2,000円

レザークラフトづくり レザークラフトに挑戦します。  15日(土）  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す。  22日(土）  9：00〜 15人  一般 1,000円

◆と　き／３月８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 
2020
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