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◇職員リレー講座
　６／ ８（土）　「砂に埋れた板津焼山遺跡の調査成果」
　　　　　　　 講師：石原　聡（埋蔵文化財１係）
　６／２２（土）　「遷宮記念！出雲大社の建造物について」
　　　　　　　 講師：野坂俊之（文化財保護係）
市文化財課職員が、最新の調査研究成果を紹介します。　電話・ファクス・電子メールなどでお申し込みください。

《講座の受講は、事前に申し込みが必要です。》

時間／14：00〜16：00
定員／80名
受講料／300円

　ただいま荒神谷博物館では、荒神谷遺跡に訪れた
お客様にわかりやすく説明していただけるボラン
ティアガイドを募集しています。島根が誇る荒神谷
遺跡の地で一緒に活動しませんか？

【ガイドの会の活動】
①荒神谷遺跡について観光客への説明
②荒神谷博物館活動への支援－博物館が行なうイベント等に参加
③荒神谷遺跡や地元の歴史についてのテーマ研修
　　　

【応募条件】荒神谷遺跡を中心に周辺のガイドをしてくださ
る方(居住地不問)。年齢制限は特に設けませんが、ガイドと
して一緒に歩ける体力のある方。

【会　　費】　年間2,000円

【会員特典】
●定期講演会などの資料代の無料　●基礎講座の受講
●特別展図録等の無償提供　●特別展などの観覧無料　等
　　

【募集人員】随時募集しています。

ご興味のある方は、ぜひ一度お電話ください。
お待ちしています。

(蓮)をテーマに昨年6月～10月までの期間で公募
したパッチワーク作品の中から約10点を展示。
開催中～6月17日（月）まで
時間：9：00～17：00　
会場：博物館
　　  エントランスホール
入場無料　

『キルトで偲
しの

ぶ平田の歴史
　　　  　～平田の町はハスに溢れていた～』

出雲弥生の森博物館

◇ギャラリー展　《６／５（水）～９／２（月）》
　「写真展・国の登録文化財」

◇速報展示  《６／２４（月）まで》

　「上塩冶横穴墓群　発掘調査速報展」

荒神谷ボランティアガイド
会員募集

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

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

〒699-0503　出雲市斐川町神庭873-8
☎72－9044　FAX 72－7695
http://www.kojindani.jp

観覧
無料

観覧
無料

最新情報はホームページ内のブログや
フェイスブックをご覧ください♪

■ 第94回 定期講演会　　
6月22日(土) 13：30～15：00
演題：『青谷上寺地遺跡出土の銅鏡～古代中国との交流～』
講師：君嶋俊行氏(鳥取県埋蔵文化財センター)
資料代300円　申込不要

■ ゼミ形式  風土記談義
6月16日(日)１０：００～
講師：平野芳英・杉岡直子・藤岡大拙　受講料300円　申込不要

荒神谷博物館情報

出雲弥生の森博物館情報

展 示

ホール展示

講
座
案
内

【自由にご覧ください】

出雲市内にある国登録文化財の建造物５件を、写真で展示。
出雲日御碕灯台、石橋家住宅、一畑電鉄出雲大社前駅、一畑電鉄布崎変電所、大社高校いなさ会館

平成２４年度に調査・発掘を行なった上塩冶横穴墓群から出土した遺物（須恵器）など
を展示。

フェイスブック
もはじめたよ!
見てね!!

（担当：平野）

はす
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 〒693-0001 出雲市今市町1900－2　☎25－1500　FAX 24－8383
 ホームページ http://www.izumo.ed.jp/kagaku/　
応募専用アドレス oubo@izumo.ed.jp　【入館料】無料

【開館時間】10:00〜18:00　
【休館日】5月20日(月)

出雲科学館の催し（6月）

6月15日（土）～7月15日（月・祝）
開催時間 10:00～18:00

提供：全国科学館連携協議会

提供：全国科学館連携協議会

主催：出雲少年少女発明クラブ好評開催中～6月9日（日）

6月15日（土）･22日（土）

開催日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 所要時間 参加人数など

1日(土)
2日(日)
8日(土)
9日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

マイマイテープカッターを
つくろう

マイマイ（カタツムリ）を見かけることも多い季節
ですね。マイマイの形をしたミニテープカッターを
作ります。これがあれば、普段工作をするときに役
立つこと間違いなし。小さいテープやマスキング
テープをセットして使うことができますよ。

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

15日(土)
16日(日)
22日(土)
23日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～ ロボットをうごかそう

プログラムのとおりに動いてくれるロボット。
かんたんなパソコンの操作でロボットをうごかすた
めのプログラムを作って、宇宙探査ゲームに挑戦し
ましょう！　※ロボットは持ち帰りできません

60分

各回先着18人
小学3年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

29日(土)
30日(日)

7月6日(土)
7日(日)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

ゴミが消えた ! ?
からっぽゴミ箱をつくろう

ゴミを入れたのに、ゴミが消えちゃう !?
入れたゴミが消えたように見えるおもしろいゴミ箱
を作ります。どうしてゴミが見えなくなるの？それ
は、作ってからのお楽しみ！

60分

各回先着24人
小学2年生以下は

1人につき
保護者1人同伴

チャレンジ！教室チャレンジ！教室チャレンジ！教室
事前の応募

は不要
自由
参加

参加費
無料

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（10時）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。
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ことがあります。

整理券

自由出入

ノーベル化学賞受賞者の田中耕一氏や、ベストセラー「宇宙は何でで
きているのか」の著者・村山斉氏など、最先端の現場で活躍する研究
者 30 名について、30 枚のパネル展示でわかりやすく解説します。

地球規模のさまざまな課題に科学技術で挑戦する
SATREPS（サトレップス）の研究プロジェクトを、
研究員が撮影した写真を通じて紹介します。

発明クラブの指導員の皆さんが、壊れたおも
ちゃをボランティアで修理します。ぬいぐる
み等は除きます。長期間お預かりする場合も
あります。

T
ト ッ プ
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オ ブ
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ト ッ プ

OP ! 

おもちゃの病院パネル展 S
サ ト レ ッ プ ス

ATREPS写真展

―世界の頂点をめざす研究者30名―

Wonderful  World
〜地球のために、未来のために〜

なるほど！教室なるほど！教室なるほど！教室 事前の応募
が必要

開催日 開催時間 教室名 内　　　容 募集人数 応募しめきり 参加費

20日(木)
27日(木)

7月4日(木)
10:30～16:00

木工基礎教室　全 3 回

12 × 200 × 2,000mm の板材から木製品
を作り、木工の基礎を学びます。マガジン
ラック、ツールボックス、スパイスラック、
おもちゃ箱、スライド式本立て、ミニチェ
アー、シェルフの中から、1 作品を選び、
完成を目指します。※この教室を修了され
た方は、今後開催する「木工応用教室　全
5 回」に応募することが出来ます。

大人10人 6月8日（土） 2,000円

24日(月)

工作室 
10:30～16:00 

（12:30～14:00昼休憩） 
木工室 

①10:30～12:30 
②14:00～16:00

木工創作教室

自分の作りたいものを自由に木工工作する
教室です。材料は各自ご用意ください。 
※使用できる部屋と工具に制限があります。
詳しくは出雲科学館にお問い合わせください。
※応募の際、希望の時間、部屋を第 2 希望
まで明記してください。

工作室7人
木工室各4人

計15人
6月12日(水)

工作室
400円
木工室
500円

 受付時間 10:30〜11:45

参加費無料

企 画 展

整理券

整理券

整理券

ものづくり

実　験

木　工

木　工

木　工
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なるほど！教室の応募方法 ※締切日必着

ハガキ、科学館ホームページ、電子メール（oubo@izumo.ed.jp）、ファクス、科学館受付カウンターのいずれかで応
募してください。電子メールでの応募の際は、件名に教室名を入力してください。
■いずれの場合も1通につき1教室3人まで応募できます。※全員の郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、学年、年齢、 

電話番号、希望日時を明記してください。
■応募者が3名に満たないときは、教室を中止する場合があります。
■締切日の後、1週間以内に、参加の可否をハガキでお知らせします。また、教室参加の際は当選ハガキをご持参く

ださい。

■返信がない場合はお手数ですがご連絡ください。
■ファクスなど送信先のお間違いがないようご注意ください。
■記入事項に不備があると受付できない場合があります。

＜応募での必要記入事項＞
①教室名
②開催日または希望日
③氏名（フリガナ）
④学年と年齢
⑤郵便番号・住所
⑥電話番号
⑦その他各教室で必要な
　記載事項

開催日 時　間 教　室　名 内　　　　容　　　【 所要時間（目安）・参加費 】

1日（土）・  2日（日）
8日（土）・  9日（日）

 15日（土）・16日（日）
23日（日）

29日（土）・30日（日）

①  9：30～10：30 
②11：00～12：00 
③13：15～14：15 
④14：30～15：30
⑤15：45～16：45

一般体験学習 
（新メニュー登場）

公園散歩（60分、50円）竹の紙鉄砲（30分、150円）竹の万華鏡（60分、200円）
竹笛コプター（30分、250円）

木のバッチ（150円、30分）紙とんぼ（30分、100円）スライム作り（20分、50円、
ラメ入り、100円）ふしぎな色コマ（60分、150円）パクパクカエル（30分、100円）
どんぐり人形（60分、150円～）クマのまつぼっくり人形（60分、400円）スライ
ドホイッスル（30分、50円）カッコウフクロウ笛（20分～、400円）桜の小枝スト
ラップ（30分～、150円～）アニマルカスタネット（30分、350円）

特別体験学習
要予約

かざぐるま、竹とんぼ、ウグイス笛、どんぐり人形やじろべい、風力発電（風車キッ
ト）、木の人形、ひつじ牧場、紙すきハガキ作り

季節限定体験学習
要予約

竹のこいのぼり（春）、竹の水鉄砲（夏）、ソーラーカー（夏）、門松づくり（冬）、ビニー
ル凧（冬）、松ぼっくりミニツリー（冬）

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 参加費

6月1日（土） 20：00～23：30
夜遊び探検隊①

モリアオガエルの
産卵観察

雨の日の夜に、公園の池で産卵するモリアオガエルを観察して生き物のふしぎに
ふれてみませんか。カエルの産卵状況により日程変更の可能性有。
・対　　象：子供～大人（子供は保護者同伴）　
・募集人数：20人（先着順）　　・申込期間：5月16日（木）～ 5月30日（木）

100円

6月8日（土） 20：00～21：30
夜遊び探検隊②
多伎のホタルを
見に行こう！

ホタルの生態について集合場所で学習した後、きれいな田儀川の川沿いに歩きな
がらゲンジボタルを観察しよう。
・対　　象：子供～大人　　・募集人数：50人（先着順）
・申込期間：5月27日（月）～ 6月2日（日）

300円

6月22日（土）
  予備日

①6月23日（日）
②6月29日（土）

  6：00～10：30 地引網を
体験してみよう！

多伎の砂浜で昔ながらの地引網を体験しよう！人と海の関わりを学ぼう！
・対象：小学生～大人（小学生は保護者同伴）　　・募集人数：100名（先着順）
・一般申込期間：6月6日（木）～ 6月16日（日）
・団体申込期間：5月9日（木）～ 6月5日（水）

小･中学生 
1,000円

大人 
1,200円

風の子楽習館の催し（6月）
〒699－0904
多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644

【休館日】火曜日

◆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。

◆事前申込（電話で申し込み・先着順）　※受付時間 ： 10：00〜17：30

おたずね／出雲科学館☎25－1500

開催日 開催時間 教室名 内　　　容 募集人数 応募しめきり 参加費

7月6日(土) 13:30～15:30 久徴園植物観察ツアー
～名は体を表すか？ ～

講師：松井義己さん
「名は体を表す」ということわざがありま
す。はたして、樹木の名前はその名の通
りの姿や所属を表しているのでしょうか？
樹木を観察しながら、樹の名前に親しみま
しょう。

中学生～大人
20人 6月25日(火) 200円

浜遊自然館の催し（6月）
〒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

 ２日（日）  9：30～ 楽しい押し花 バックハンガーをデコする  一般・子ども  1,050円  15名 

 ６日（木）  9：30～ 浜遊の自然を食べよう（日本料理） 浜遊周辺で取れる食材を取り入れた調理教室  一般  800円  15名 

 ９日（日）  9：30～ ハナショウブを絵手紙に ハナショウブをはがきに水彩道具で描く  一般・子ども  無料  20名 

 15日（土）  9：30～ 夏の草花をいけよう 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名 

 16日（日）10：00～ ハナショウブまつり 親水池で育てた 600 鉢のハナショウブのまつり  一般・子ども  無料  無制限 

 16日（日）10：00～  寄せ植えコンテスト ウェルカム！
誰でも参加のお手軽寄せ植え（鉢付セット）  一般・子ども  1,000円  20名 

観　察
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斐川環境学習センター
（アース館）（6月）

〒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み開館します。
※各教室、準備の都合上２日前までにご連絡ください。
　定員になりしだい締め切ります。

開催日 開催時間 教室名 内     容 持参物 材料代 参加費

  5日（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 糸代100円 100円

10日（月）
24日（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 200円 材料代に含む

16日（日） 14：00～16：00 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 初回2,500円

毎回1,200円 材料代に含む

19日（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1,700円 材料代に含む

22日（土） 13：00～16：30 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・
はさみ 300円 材料代に含む

5日（水）・12日（水）
19日（水）・26日（水）   9：00～10：00 リサイクル体操 体の隅々まで自転車チューブなどを使っ

て伸ばしましょう。 水・お茶・タオル 無料 100円

16日（日） 13：00～16：00 エココンロ作り教室 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 6,000円 材料代に含む

16日（日） 10：00～12:00 パステルアート教室

パステルを削った粉を使って、指で心を
癒す絵を描きましょう。（定員10名）
※家で眠っているパステルがあればお持
ちください！

ハンドタオル（２枚）
カッター
ものさし（15～20㎝のもの）

1,000円 材料代に含む

18日（火）   9：30～12：00 大人の木工教室

廃材を使って棚などを作りましょう！
（定員10名）高さ60cm×幅45cm×奥行
25cmサイズまでのものが作れます！事
前に作るものを考えてお越しください。

軍手・汚れても良い服装で 1,900円 材料代に含む

布利花教室
古布を使って、すてきなお花をつくりましょう！　　
　講　師：アトリエＣＨＡＴ　谷戸美枝 先生　　　　　　日　時：６月４日（火）9：30 ～ 11：30
　ところ：工房室　☆定員10名　　　　　　　　　　　　持参物：ハサミ・おしぼり　　　　　　　　　　　
　参加費：2,200円（材料代含む）　ポピーの花を2 ～ 3本作ります。 

穀物菜食
料理教室

　講　師：内田　アキ胡　先生　　　　　　　　　　　　 日　時：　６月８日（土）10：00 ～ 13：00
　ところ：工房室　☆定員20名　　　　　　　　　　　　持参物：エプロン、タオルなど
　参加費：2,300円（材料代含む）　穀物菜食（マクロビオティック）に興味のある方、ぜひご参加ください。

アクティーひかわ（6月） 〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411

開催日 開催時間 教室名 内    容 参加費

7日・14日・21日・28日（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

1日・8日・22日（土） 14：00～15：30
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
13日・27日（木） 19：00～20：30

14日（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）

15日（土） 14：00～16：00 フラワーアレンジメント教室 フラワーアレンジのノウハウを継続的に習う教室で
す。暮らしにお花で潤いを。 600円（材料費別途）

斐川環境学習センター 10 周年記念～アース館まつり

とき：７月14日（日）10：00 〜 16：00     
●記念式典    
●記念講演／「環境保全と保護について考えよう」（仮称）島根自然保護協会　青木充之氏
●記念教室／「家庭で使える電気を作ろう」　　　 ●体験教室／「出西窯　陶器の絵付け体験教室」
　　講　師：斐川環境学習センター　中間敦司氏　　　時　間：①10：00 〜 12：00　
　　時　間：13：30 〜 15：30　　　　　　　　　　　　　　②13：00 〜 15：00　
　　場　所：自然エネルギー展示室　　　　　　　　　場　所：工房室
　　参加費：１人12,000円　　定員：12人　　　　　参加費：１皿1,000円　　定員：50人
●展　　示／美晏古、出西織ほか

「記念教室・体験教室」の参加申し込みは、
６月30日（日）までに斐川環境学習センターまでご連絡ください。


