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展示情報

４月25日

開館10周年記念開館10周年記念

5月3日・4日・5日5月3日・4日・5日 ◆キャラ探しスーパー

４月26日

協力：弥生の森おおつ、大津商工振興会、めめの会
　　  JA大津女性部、出雲王墓の里文化財ガイドの会ほか
※イベントの内容・日程は変更になる場合があります。
　詳しくは、出雲弥生の森博物館ホームページをご覧ください。

出雲弥生の森博物館

10:00～11:00

10:30～15:00

10:00～15:00

10:00～11:00

10:30～15:00

10:00～15:00

10:00～15:0010:00～15:00

5月6日
◆おりがみで「よすみちゃん」をつくろう！

水・振休

土

日

古代体験フェスティバル（炊飯体験）

屋台村

「1/80の調査
  ―史跡鰐淵寺境内の調査から―」
「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 宮本鍛治山内遺跡」
「田儀櫻井家のたたら製鉄 
  　　　　　　その１ 宮本鍛治山内遺跡」

春季企画展

速報展

好評開催中～6月29日（月）好評開催中～6月29日（月）ギャラリー展好評開催中～5月18日（月）好評開催中～5月18日（月）

好評開催中～6月1日（月）好評開催中～6月1日（月）硯（すずり）を通して
古代の出雲を再考！

◀古代の硯◀古代の硯

①10:00～11:00 ②14:00～15:00 ①10:00～11:00 ②14:00～15:00 

※各回先着20名、事前に電話・FAXでお申込みください

5月2日
◆「よすみクッキー」をつくろう！14:00～16:0014:00～16:00

※先着25名、事前に電話・FAXでお申込みください

◆博物館探検隊
◆古代体験
　フェスティバル
◆喫茶コーナー

11:00～12:00
14:00～15:00

10:00～15:00
10:00～15:00
10:30～14:00

11:00～12:00
14:00～15:00

10:00～15:00
10:00～15:00
10:30～14:00

◆よすみちゃんクイズ　　    
◆よすみちゃん「お菓子作り」教室

◆西谷墳墓群ガイドサービス
◆火おこし体験
◆古代体験フェスティバル

10:00～11:00

11:00～12:00　
12:00～12:30
13:00～15:00
13:00～15:00
13:30～14:30
　

10:00～11:00

11:00～12:00　
12:00～12:30
13:00～15:00
13:00～15:00
13:30～14:30
　

◆「子ども獅子舞」 三谷神社獅子舞保存会
◆開館10周年記念式典
◆もちまき
◆FROGMANがやってくる !?
◆リニューアルした常設展を解説！
◆ギャラリートーク（常設展、春季企画展、ギャラリー展）
◆缶バッジづくり
◆ボーカルデュオ「X＋（エクスト）無料ライブ」

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・5月7日（木）

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

入館料・観覧料   無料

土

祝
館内に隠れている

キャラクターをみつけよう！
プレゼントがもらえるよ♪

４月２5日　　 ・２6日土 日

ものづくり
体験が
大集合！

バックヤードに入るよ♪

出雲弥生の森まつり2020出雲弥生の森まつり2020

火おこし体験

４月２９日
開館記念日

水・祝

おいしいグルメを
満喫しよう♪

◆地元にぎわいコーナー
　屋台村

◆野外あそびコーナー
　吹き矢、マテバシイ飛ばしなど

「『日本書紀』1300年記念
　　  硯から見た古代の出雲」
「『日本書紀』1300年記念
　　  硯から見た古代の出雲」

※先着30名、事前に電話・FAXでお申込みください

史跡公園史跡公園
クイズに
正解したら

「わたがし」が
もらえるよ♪

「しまねの吉田くん」の
生みの親　FROGMAN

しまねの吉田くん



出雲科学館（4月）出雲科学館（4月）

企画展

生活の中に隠れている「ふしぎ」
について、観察をしたり、実験
をしたりしながら調べてみよう！

観覧無料

開催中～ 4月12日●日  

令和２年度
『子ども天文クラブ』
クラブ員募集 

令和２年度
『子ども天文クラブ』
クラブ員募集 

令和２年度
『子ども天文クラブ』
クラブ員募集 

令和２年度
『子ども天文クラブ』
クラブ員募集 
◆対象／小学4年生～中学3年生　
◆申込締切／４月26日（日）
◆年会費／３,０００円

生活の中のふしぎ展
～身近な「なぜ？」を調べよう！～
生活の中のふしぎ展
～身近な「なぜ？」を調べよう！～
生活の中のふしぎ展
～身近な「なぜ？」を調べよう！～
生活の中のふしぎ展
～身近な「なぜ？」を調べよう！～

アリはなぜ
小さいの？

電話で会話が
できるのはなぜ？

※活動日時や申込方法など、
　詳しくはホームページをご覧ください。

〒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】4月13日（月）、20日（月）、27日（月）
　　　　※春休み期間中は毎日開館

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

杉の木をつかって
写真立てをつくろう

角材をのこぎりで切って、
組み立てて、写真立てを作
ります。

4日(土)・ 5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 

※学年は新年度のもの

自由出入ものづくり

ゴム鉄砲をつくろう
割りばしと輪ゴムを使っ
て、ゴム鉄砲を作ります。 1日(水) ～4日(土)

[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 
※学年は新年度のもの

自由出入ものづくり

春の草花でしおりを
つくろう

いろいろな草花を観察し
ながら、しおりを作りま
す。

1日(水) ～3日(金)
[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 
※学年は新年度のもの

自由出入ものづくり

ぷっくりかわいい♪ 
立体折り紙に挑戦しよ
う！

空気を入れるとぷっくりふ
くらむ、立体折り紙を作り
ます。

  5日(日)～7日(火)
25日(土)・26日(日)

29日(水・祝)

[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

音で実験 
声でおどるヘビを
つくろう

音のヒミツを実験で調べ
ながら、声でおどるふしぎ
なヘビを作ります。

11日(土)・12日(日) 
18日(土)・19日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

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

整理券実　験

羊の毛でコースターを
つくろう

実験をしながら羊の毛を
使ってオリジナルのコー
スターを作ります。

25日(土)・26日(日) 
29日(水・祝)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

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 締切・応募QR 参加費

実　験  
大人のための理科学習　
第８弾
※応募の際は、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。今回は、小学６年生「物
の燃え方と空気」をご紹介します。
実験しながら調べてみましょう！

4月26日(日) ①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回12人
大人

※子どもの同伴可

4月14日(火)

無料

ものづくり  
電気工作に挑戦
ミニ扇風機をつくろう
※応募の際は、希望時間を
　第2希望まで明記してください。

電気工作の基本、はんだ付けで簡
単な回路を組み、ミニ扇風機を作
ります。扇風機は強弱の調節機能
つきです。

5月16日(土)
17日(日)

①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回10人
小学4年生以上

4月28日(火)

800円

この他にも、応募教室「木工創作教室」（19日（日）・22日（水）※締切各４月9日（木）・12日（日））、ボランティアさん
のわくわくかがくひろば「新聞紙でバッグをつくろう」（11日（土）・12日（日）・18日（土）・19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。

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

整理券参加
無料

科学館
ホームページ
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