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■定例講演会 第178回
■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
6月21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

感染予防のため中止の可能性がございます。
中止、変更などの最新情報はFacebookをご覧ください

6月20日(土) 13：30～15：00
演題：『企画展関連講座 土偶からみた縄文時代の精神文化 』
講師： 深田 浩氏 (島根県教育委員会文化財課)
資料代300円　事前に電話でお申し込みください ※場合により中止に

　なることがあります

出雲弥生の森博物館情報

「落花」

荒神谷博物館情報
　平成29年度から始まったシリーズの3年目
となります。これまで三瓶山の噴火をはじめ、
自然災害に見舞われながらもたくましく生きた
縄文人の姿や、土器の模様の変遷を紐解き、縄
文人の地域間交流をテーマに展示を行ってき
ました。
　シリーズ最後となる今回は、マツリや葬送儀
礼などの「精神文化」にスポットをあて、出雲の
縄文人の「祈り」や「思い」に迫ります。

出雲市内の写真愛好家による写真展です。
これまでの自慢の作品約20点を展示します。

ホール展示

春の企画展

〒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

『フォト雲州
　　作品展VOL.8』

ミュージアムショップ通信

「出雲木綿の歴史」
「簸川地方弐千語」
「出雲国産物帳」
出雲の方言や、産物について
書かれた貴重な書籍です。
もっと詳しく出雲の歴史を知りたい方にお勧めです。

  7月6日（月）まで  7月6日（月）まで

『 縄文の祈り
  ～人々は何に願いを込めたのか～』

出雲平野からみる縄文時代シリーズその３

5月29日（金）～6月28日（日）5月29日（金）～6月28日（日）

観覧無料

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.lg.jp
※感染症拡大防止のため中止の可能性がございます。

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 

常設展示図録が新しくなりました！

「田儀櫻井家のたたら製鉄 
  　　　　　　その１ 宮本鍛冶山内遺跡」

西谷墳墓群史跡公園
　　  　　　  「出雲弥生の森」

7月27日（月）まで7月27日（月）までギャラリー展

入館料・観覧料   無料

さらさらの手触りに
抱きしめたくなる形

ピンクと黒があります！

「四隅突出型
　 　　クッション」
「四隅突出型
　 　　クッション」

「出雲弥生の森博物館
　　　　  展示ガイド」
「出雲弥生の森博物館
　　　　  展示ガイド」

「よすみちゃん」グッズ紹介！

博物館開館10周年を記念し
常設展図録を改訂しました。
ぜひお買い求めください！

博物館に隣接
する史跡公園。
５つの「よすみ」
（四隅突出型墳
丘墓）をみるこ
とができます！

▲復元された「よすみ」

宮本の
金屋子神社に
納められていた
鉄製の亀



〒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（6月）

◆事前申込（電話で申込み・先着順） 受付時間 10:00～18:00　※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。

※天候等によって中止または日程変更する場合があります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から予定していたイベントを中止する場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から予定していたイベントを中止する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から予定していたイベントを中止する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から予定していたイベントを中止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 開催時間

一般体験学習 ものづくり体験の所要時間は１回約30分です。
参加費：50円～ 400円(予約不要)

土曜日・日曜日・祝日
(イベント開催時は除く)

1日10回
ホームページまたはお電話

にてご確認ください。

午前 午後

①  9：30～ 
②10：00～ 
③10：50～ 
④11：20～

⑤13：10～ 
⑥13：40～ 
⑦14：30～ 
⑧15：00～ 
⑨15：50～ 
⑩16：20～

◆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。

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（6月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 みんなと楽しくフォークダンスを踊って、
心と身体を元気にしましょう！！

5日・12日・19日・26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。

6日・13日・27日
（いずれも土曜日） 14：00～15：30

無料
11日（木）・25日（木） 19：00～20：30

〒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）（6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】   6日(土） 9：30～11：00    600円

笹巻き作り教室   7日（日） 10：00～13：00 1,500円

ホタル観察 13日（土） 19：30～21：30 無料

生ごみ用ボカシ作り教室
【定員15人】 14日（日） 13：30～15：30    600円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります）

17日（水） 13：30～15：30 1,900円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

国産除虫菊と天然香料で
体にやさしい蚊取り線香 20日（土） 10：00～12：00 1,800円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります）

21日（日） 13：30～15：30 1,500円

布細工同好会
（パッチワークなど）

26日（金） 13：30～16：30    400円

韓国料理教室
（韓国ヨモギ餅とビビンバ）

27日（土） 10：00～13：00 1,500円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 27日（土） 13：30～16：30    700円

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

初心者向け 
キス釣り
体験教室

初心者を対象に楽しいキス釣りの魅
力を紹介するとともに、投げ釣りが
できるように指導します。釣った魚
はみんなで調理して食べます。
※釣具の貸出（有料）もできます。

7月11日(土) 6:00～12:30

【対　　象】
小学生と保護者 
【募集人数】 
 6家族程度
（先着順）

6月25日（木） 
～7月5日（日）

【参加費】
600円/人 
【販　売】

餌1パック300円 
【貸　出】

道具一式500円

〒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（6月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

夏の草花を生けよう 初夏の草花を生けます 20日(土） 9：30 15人  一般 800円

レザークラフトづくり レザークラフトに挑戦します 21日(日） 9：00 15人  一般 1,800円
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