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荒神谷博物館｜

写真展『荒神谷の四季』
6月10日（日）～7月9日(月)

平成 22 年に発足した写真ク
ラブ『フォトクラブひまわり』
のメンバーが荒神谷の四季を
テーマに撮影した作品を約 50
点展示します。

◇速報展示コーナーのお知らせ

「鰐淵寺発掘調査速報展」

◇ 

講
座
の
お
知
ら
せ 

◇

◇ 市民ギャラリーコーナーのお知らせ ◇

出雲弥生の森博物館

【展示期間】６月13日（水）から８月13日（月）まで
【内　　容】平成23年度出雲市が発掘調査を行なった鰐
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澍院南地区で
出土した遺物を展示します。備前焼大
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など中世後半の貴重な遺物を展示します。
【場　　所】出雲弥生の森博物館　１階　ミュージアムショップ隣り

『利き手不自由を克服して
　勝部功〔蒼生〕書道展』

開催中～６月４日(月)まで
『脳梗塞の後遺症で右半身不随、失語症となるも懸
命なリハビリに励み、利き手ではない左手でつづっ
た、勝部功氏、渾身の書を展示します。

最新情報はホームページをご覧ください♪

http://www.kojindani.jp スタッフブログで
詳しく掲載しています。

荒神谷博物館フェイスブック　
いいね！お願いします☆

第82回　6月16日(土)『東アジアの鉄器（仮）』　　　
　　　　　講 師：村上恭通氏(愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター長)
第83回　7月14日(土)『人物埴輪が語る5.6世紀の出雲』
　　　　　講 師：椿　真治氏(島根県教育庁文化財課)

観覧料
無料

観覧料
無料

観覧料
無料

定期
講演会

第２回　６月 10 日（日）14:00 ～ 16:00「弥生時代のしまね」　講師：坂本豊治
第３回　６月 23 日（土）14:00 ～ 16:00「縄文時代のしまね」　講師：幡中光輔

ひょうたんオブジェ展示  ６月６日（水）～（２週間程度）　出展：三神様（大津町）

○ 博物館職員リレー講座（受講料：300 円　定員：80 名）

TEL 25-1841　FAX 21-6617
http://www.city.izumo.shimane.jp/yayoinomori〒693-0011　出雲市大津町2760

〒699-0503　出雲市斐川町神庭873-8
TEL 72－9044　FAX 72－7695

出雲弥生の森博物館情報

荒神谷博物館情報

【申込方法】出雲弥生の森博物館までお電話で申し込みください。

大甕の出土状況

【開館時間】　9：00～17：00(入場は16：30まで)
【会　　場】　荒神谷博物館ホール　期間中無休

13：30～15：00
資料代300円

申込不要

ホール
展示
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アクティーひかわ（6月） 斐川町上直江2469番地　TEL  72-7411

開催日 開催時間 教室名 内　　容 参加費

1・8・15・22（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 体調を崩しやすい季節。フォークダンスで身体を楽しく動か
しましょう。 1,500円/月

2・9・16・23・30（土） 14：00～16：00 ひかわ de にほんご教室 日本語を習いたい外国人の方々のための教室です。優しくご
指導します。 無料

8（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 6 月の鮮やかな草花を絵手紙で描いて、誰かにお便りしてみ
ませんか？ 600円（材料費別途）

9・23（土） 9：30～11：30 中国語教室 発音や会話、作文や聴き取りを学んで中国の人と会話を楽し
んでみませんか？ 8,000円/6か月

16（土） 14：00～16：00 フラワーアレンジメント教室 お花が大好きな方、アイディアいっぱいの洋風生花のノウハ
ウをお教えします。 600円（材料費別途）

開催日 開催時間 教室名 内　　容 持参する物 材料代

６（水） 9：30～11：30 裂き織り体験 布を裂いて織り、オリジナルな布に甦らせましょ
う。（定員６名） 裂ける布 なし

11（月）
25（月） 13：30～16：30 エコ・ペーパー

クラフト教室
毎日たまる広告紙を使って、カゴやイスなどを
作ってみましょう。 広告紙・カッター・のり等 初回100円

17（日） 13：30～15：30 自然と親しむ押し花教室 押し花をしながら季節の花に親しみましょう。 新聞紙・カッター・はさみ等 初回2500円
毎回1000円

20（水） 13：30～15：30 野の花教室 来待粘土で鉢を作り、山野草を飾りましょう。
（定員 15 名） 新聞紙等 毎回1500円

23（土） 13：30～16：30 布ぞうり作り教室 古い布を使ってぞうりを作りましょう。
（定員８名）

木綿の布・指割れ靴下・
ハサミ なし

毎週水曜 9：00～10：00 リサイクル体操 体の隅々まで自転車チューブを使って伸ばしま
しょう。 水　又は　お茶 なし

17（日） 13：00～ ロケットコンロ作り教室 ペール缶を使って熱効率バツグンのコンロを作り
ましょう！ 軍手 6000円

『廃油石鹸作り』を
しませんか？

●【定員】20名　●参加費：300円　●日時：６月13日（水）10:00～12:00　
●持参する物：500ml牛乳パック・１個　ご家庭にある食用油の廃油/エプロン・マスク・ビニール手袋

レジン教室
～樹脂素材で固めて作るアクセサリー作り～

●日時：６月29日（金）と30日（土）の2日間（※30日（土）は15:00まで）　
　　　 10:00～12:00　ドライフラワーを使って【定員7名・参加費1,300円】
　　　 13:30～17:00　ヘアピン【参加費600円】　ストラップ【参加費1,100円】
●shopRも両日OPENします！

斐川環境学習センター
（アース館）（6月）

斐川町出西1943　TEL 72-5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日
※ただし、第２第４月曜日は教室のみ開催します。 
※各教室、１回につき100円の体験料をいただきます。準備の都合上
　２日前までにご連絡ください。    
   

浜遊自然館の催し（6月）
大社町中荒木2484　TEL・FAX53－5080

【休館日】毎週月・火曜日 （祝日の場合は翌日）
※申し込みは講座開催日１か月前から行います。

期日 講座名 内　　容 対象 参加費 募集人数
  ３（日）  9:30～  ロープワークを覚えよう  アウトドアで役立つロープの掛け方と結び方  一般  無料 20人
10（日）  9:30～  ハナショウブを絵手紙に  ハナショウブをハガキに水彩道具で描く  一般・子ども  無料 20人 
16（土）  9:30～  夏の花をいけよう  ハナショウブなど夏の花を観察し、花器にいける  一般   500円 15人

17（日）10:00～  ハナショウブまつり 
 親水池で育てた 600 鉢の、ハナショウブまつりです。
 オカリナ演奏、お菓子の販売、高校生による野点、等を開催
 予定です。皆さん、お越しください!!

 一般・子ども  無料 

 〃  寄せ植えコンテスト  選んで植えて、私が一番で賞 !!　（鉢代を含む）  一般  1000円 20人
24（日）9:30～  ネイチャープリント  エプロンを彩る  一般    735円 15人

《市長面会日》

◆ 対　象／個人またはグループ（５人以内）
◆ 時　間／１人（グループ）あたり３０分以内
◆ 広報情報課まで電話で申し込みください（先着順）

おたずね／広報情報課：TEL２１－８５７８

開催日 場　所 申込受付期間

６月２０日（水）　

６月28日（木）

市役所本庁
（13時30分～16時）

大社支所
（9時～11時30分） ～６月25日（月）

～６月１５日（金）

《市長ポストのご案内》

おたずね／広報情報課：TEL２１－８５７８・FAX２１－６５０９ 
メールアドレスpost_mayor@city.izumo.shimane.jp

　市では、皆さまの市政に対する幅広いご意見やご提案を伺うため
に、「市長ポスト」を設けています。お寄せいただいたご意見は、今後
の市政を進めるうえでの参考とさせていただきます。
　提案方法は、市役所本庁、各支所に設置しているポストへの投函、
メールでの送信、郵便・FAXでの送付があります。いずれの場合も様
式は問いませんが、ご連絡先（お名前・ご住所・電話番号、
インターネットで送る場合はメールアドレス、FAXの場合
はFAX番号）をご記入ください。

《まちづくり懇談会》
どなたでも参加できます。

6 月 19 日（火） 須佐コミュニティセンター
6 月 28 日（木） 高浜コミュニティセンター

開催時間はいずれも
19時〜20時30分




