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羽根盆踊り愛好会

出雲弥生の森博物館 〒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

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♪

※開催日等、詳しくは
　当館ホームページで
　ご案内します。

■ 第99回 講演会　　
11月16日（土） 13時30分～15時
演題：『東アジアの装身具から～縄文時代と弥生時代の玉作り～』
講師 ： 大

お お

坪
つ ぼ

志
ゆ き

子
こ

 氏（熊本大学埋蔵文化財調査センター助教）
資料代：300円　申込不要

■ ゼミ形式  風土記談義『播磨国』編
11月17日（日） 10時～
講師：平野芳英・杉岡直子・藤岡大拙
受講料：300円　申込不要

12月１日（日） 開場9時30分／開演10時〜16時
◆会　場／斐川文化会館（斐川町荘原2172）
◆入場料／〈前売〉400円 〈当日〉500円、 中学生以下無料
◆プレイガイド／文化財課（出雲弥生の森博物館内）、
　各支所地域振興課・市民サービス課、斐川文化会館など

無形民俗文化財に指定されている神楽や獅子舞等、各地に残る伝
統芸能が一堂に会します。神話のふるさと「出雲」に息づく技と
心をご体感ください。

赤塚神楽佐儀利保存会、阿宮神能保存会、
宇那手火守神社獅子舞保存会、大津三谷
神社獅子舞保存会、差海神事舞保存会、
神西神代神楽保存会、外園神楽保存会、
羽根盆踊り愛好会

直江一式飾り保存会

宇那手火守神社子ども神楽、
あい川保育園子ども神楽

荒神谷博物館情報

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

よすみちゃん

第 48 回 出雲市無形文化財発表会

出雲の石神さんⅡ
古代の人々がみた自然の神々

切り絵作品展
「こんじきのゆめ」

開催中〜11月10日（日）
11月13日（水）〜12月23日（月・祝）
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（雲南市掛合町）など出雲地方の石神
信仰遺跡をパネルで紹介します。

切り絵作家：空想制作所。による透けと光にこだわったき
め細やかな作品の世界をお楽しみください。

あい川保育園 子ども神楽

「お墓が語るヒトの歴史」 
11月9日（土） 14時～16時

お墓の発明 ― 「よみがえれ ! 」
【講師】渡邊貞幸（当館館長）

◆受講料／300円
◆定員／80名

館長講座

上演８団体

展　示

子ども神楽

出雲弥生の森博物館情報

全３回

第1回

ホール展示 ホール展示

観覧
無料

福島へ願いを込めた

切り絵体験プロジェクト

『無量大数』に

参加しよう！

観覧
無料
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エコドライブ
10のすすめ

行楽シーズンを迎え、自動車に乗って出かけられる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、すぐに実践できる「エコドライブ」のチェックポイントを紹介します。
いくつ実践できているか各自でチェックしてみましょう。

11月はエコドライブ推進月間です！

発行：出雲市省エネルギービジョン推進協議会（環境政策課内）　　☎ 21-6987 ／ FAX 21-6597　

　出かける前に、渋滞・交通規制
などの道路交通情報や、地図・カー
ナビなどを活用して、行き先や
ルートをあらかじめ確認し、時間
に余裕を持って出発しましょう。

　交通の妨げとなる場所での駐車
は、渋滞のみならず交通事故の原
因にもなります。

　「最初の 5 秒で時速 20 キロ」
を目安に、発進の時、緩やかにア
クセルを踏みましょう。

　夏場、外気温 35℃の炎天下で
エアコンを使用すると 38% 燃料
消費が増加します。エアコンを入
れる前に、ドアや窓を開放して車
内の空気を入れ替えましょう。ま
た、エアコンの効率を上げるため
に内気循環にしましょう。
　車の暖房はエンジンの熱を利用
するため、冬はエアコンのスイッ
チを入れなくても温まります。曇
り止め時を除き、エアコンのス
イッチを切りましょう。

　日々の燃費を把握すると、自分のエコドライブ効果が実感できます。車に
装備されている燃費計やインターネットでの燃費管理支援サイトなどを利用
すると便利です。

　停止することがわかったら、早
めにアクセルから足を離し、エン
ジンブレーキで減速しましょう。
停止位置を早めに予測するために
も、先の交通状況を把握すること
が大切です。

　タイヤの空気圧は自然に低下していきます。適正
値より50キロパスカル (kPa)不足した場合、高速道
路では4.8%燃費が悪化することが確認されていま
す。また、空気圧が不足すると、クルマの操縦安定
性低下やタイヤの偏摩耗発生、あるいはタイヤ寿命
の短期化などを招き、安全面にも影響を及ぼします。

　車間距離が短いとムダな加減速
が多くなり、燃費が悪化します。
　走行中は適正な車間距離を保っ
て、加減速の少ない運転に努めま
しょう。

　待ち合わせや荷物の積み下ろし
のために駐停車する際は、エンジ
ンを止めましょう。ただし、交差
点等での手動アイドリングストッ
プは慣れないと操作を誤ることが
ありますのでご注意ください。
　なお、現在販売されているガソ
リン車での暖機運転は原則必要あ
りません。

渋滞を避け、余裕を
もって出発しよう

走行の妨げとなる
駐車はやめよう

ふんわりアクセルオン

エアコン使用は適切に

燃費を把握しよう

早めのアクセルオフ

タイヤの空気圧をこまめにチェック

車間距離にゆとりをもって、
加減速の少ない運転

アイドリングストップ
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　たとえば 100kg
の荷物を載せて走
る と 3% 程 度 燃 費
が悪化します。ま
た、スキーキャリ
アなどの外装品は、
空気抵抗が大きい
ため、使用しない
ときにははずしま
しょう。

不要な荷物は
降ろそう

8
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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】11月18日（月）
出雲科学館の催し（11月）

12月1日（日） 14:00～16:30（受付13:00～13:50）
3本の輪ゴムを使って動かす車（ゴム・ワン カー）を作り、どれだけ遠くまで走らせることが
できるか距離を競います。誰よりも遠くへ、まっすぐ進むゴム・ワン カーを作って参加しよう！

（この車は、チャレンジ教室「ゴム・ワン カーをつくろう」で作ることができます）

この他にも事前申し込みが必要な教室 「久微園植物観察ツアー」（11月17日）、「木工創作教室」
（11月26日）があります。詳しくは出雲科学館（☎25-1500）へおたずねください。

ゴム・ワン グランプリ in 出雲科学館 イベント参加費無料

開催日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 所要時間 参加人数など

11月2日(土)
～4日(月・振)

9(土)
10(日)

受付時間
10:00～12:00
13:30～16:30

合板キューブで
パズルをつくろう

11 月 3 日は「合板の日」です。「合板」
は、薄い木の板を何枚も張り合わせて
作られています。家の壁や床など、身
近なところに使われていて、ホームセ
ンターなどで手軽に手に入ります。サ
イコロ状に切った合板を組み合わせて、
パズルを作ってみましょう。
※この教室は、財団法人田部謝恩財団
の支援で開催します。

30分
小学2年生以下は
3人までにつき
保護者1人同伴

11月16日(土) 19:00～20:00
いずも子どもウィーク

天体観望会
秋の星座と月を観よう

月のクレーターを見たことがあります
か？天体望遠鏡を使うと、写真や映像
ではなく、自分の目でクレーターを見
ることができます。
ほかにも、ペガスス座などの秋の星座
もさがしてみましょう。
曇天の場合はプラネタリウムを上映し
ます。
観測場所：科学館駐車場　
協　　力：出雲天文同好会 

60分 中学生以下
保護者同伴

11月16日(土)
17日(日)

23日(土・祝)
24日(日)
30日(土)

12月  1日(日)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

　※12月1日（日）は
　　①のみ開催

いずも子どもウィーク
ゴム・ワン カーをつくろう
～めざせゴム・ワン グラン

プリ～

12 月 1 日 ( 日 ) に開催する「ゴム・ワ
ン グランプリ」のルールに従って、輪
ゴムで動く車を作ります。どうやった
らまっすぐ、遠くへ走らせることがで
きるか、工夫してみましょう。
※大会に参加しない方もこの教室には
参加できます。

60分

各回先着24人
小学2年生以下は
2人までにつき
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。（保護者同伴が必要な方は代理人になれません。）
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。

科学館のマスコット
キャラクター

リカム

整理券

自由出入

☆規定をクリアした車であればチャレンジ
教室で作った車でなくてもグランプリに
参加できます。教室内で作った車も規定
内であれば改造可能です。

☆詳しいルールはホームページをご覧くだ
さい。

☆ゴム・ワン グランプリは、2006年に
姫路科学館で始まった競技会です。

自由出入

自由出入

整理券ものづくり

木　工

観　察
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〒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
1日・8日・

22日・29日（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 寒さに負けない身体づくりのために、フォークダンスを
はじめてみませんか？ 1,500円/月

2日・9日・30日（土） 14：00～15：30
ひかわ d

で

e 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。
楽しくご指導します。 無料

14日・28日（木） 19：00～20：30

  8日（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 日本の美しい秋の景色を絵手紙で表現してみませんか？
新たな発見があるかも。

600円
（材料費別途）

16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。
11 月は「クリスマスアレンジメント」です。

600円
（材料費別途）

〒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 参加費・材料代
3日（日・祝） 9：30～11：30 裂き織り体験 200円

6日（水）
13日（水）
20日（水）
27日（水）

9：00～10：00 リサイクル体操 100円

10日（日） 14：00～16：00 自然と親しむ
押し花教室

初回2,500円
毎回1,200円

11日（月）
25日（月） 13：30～16：30 エコ・ペーパー

クラフト教室 200円

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

15日（金）   9：30～11：30 エコ トールペイント教室    700円

17日（日） 13：00～16：00 エココンロ作り教室 6,000円

19日（火）   9：30～12：00 大人の木工教室 1,900円

20日（水） 13：30～15：30 野の花教室 毎回1,700円

30日（土） 13：30～16：30 布ぞうり作り教室 300円

〒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

 9(土） 10：00～ 晩秋の寄せ植え  寒い冬中、ずっと楽しめる心温まる寄せ植え
作り（鉢代は含まない）  一般・子ども   1,500円  20人  

10(日）　9：30～ お菓子作り   楽しい手作りのお菓子作り  一般・子ども   200円  15人  

16(土）　9：30～ ハーブでリフレッシュ   クリスマスアレンジメント  一般・子ども   1,000円  15人  

17(日）　9：00～ リサイクル教室（1・2回連続）
第1回古布で作る「布ぞうり」を作ろう 古布でつくる足元華やか履きごこちのよい

布ぞうり作り  

 一般   200円  10人  

23(土・祝）9：00～ リサイクル教室
第2回古布で作る「布ぞうり」を作ろう

1 回目の
参加者  無　料 10 人 

24(日）　9：30～ そば打ち体験 そばの知識学び、そば打ちを体験し家庭で
実践する  一般・子ども   400 円  20 人  

〒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。

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

土日祝
(イベント開催時
は体験学習を行い

ません)

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

一般体験
学習

スライム（20分、50円、ラメ入り、100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）どんぐり人形（60分、
150円～）などその他にもたくさんの体験学習ができます。

アクティーひかわ（11月）

斐川環境学習センター
（アース館）（11月）

浜遊自然館（11月）

風の子楽習館（11月）

◆事前申込（電話で申し込み・先着順）　※受付時間 ／ 10：00～17：00     	
開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 参加費

11月9日（土） 9：30～11：00
出雲市生涯学習講座
小さなお家に明かりを灯す
風力発電模型を作ろう！

迫力の高さ43㎝のオリジナル風力発電模型を作って、ミニチュアの
お家に明かりを灯そう!!　
◆募集人数／小学3年生以上20人（保護者同伴）：応募多数の場合抽選　
◆申込期限／10/25(金)まで　※定員に満たない場合は延長　
※申込先／市民活動支援課 ☎21-6528

500円
／組

11月16日（土） 9：00～12：00 焼いもを
体験してみよう！

秋の味覚「焼きいも」を体験してみよう。落葉や焚き木を燃やして焼き
いもに挑戦。うまく焼けるかな？（雨天・強風時中止）
◆募集人数／8家族（先着順） 　◆申込期間／10/31(木) ～11/7(木)

200 円
／人


