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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】２月17日（月）

出雲科学館の催し（２月）

この他にも、事前申し込みの必要な「トンボ玉教室」（2月8日、9日）、「木工創作教室」（2月19日）があります。また、
「プチ・木工作品展」（2月14～23日）を開催します。くわしくは出雲科学館（☎25-1500）へお問い合わせください。

◆所要時間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

いろいろな色のロウをとかして、
冷やし固めて、カラフルなキャン
ドルを作ります。少しずつロウを
かさねて、自分だけのキャンドル
を作りましょう。

◆所要時間50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

化学反応で作ったぷくぷくの泡
を、化学の力で上下に動かし、
さらに色を変化させます。とて
もきれいな化学実験です。

出雲科学館オリジナル積み木「つみっこ」を使って、早積み競争を開催します！ 3 分の制限時間で、
どれだけ高くつみっこを積み上げられるか、競争します。各回の優勝者には出雲科学館特製の「リカム
シール」をプレゼント！友達や家族と協力して、どこまで積み上げることができるか、挑戦しましょう。

◆所要時間20分程度
◆各回先着12組　

◆所要時間40分　
◆小学3年生以下は1人につき保護者1人同伴

木の板を電動糸のこ盤を使って好き
な形に切り抜きます。かわいいスト
ラップ、マグネット、クリップなど
を作りましょう。バレンタインのプ
レゼントにもぴったりかも！

◆所要時間60分　◆各回先着24人
◆小学3年生以下は3人までにつき保護者1人同伴

プニプニのグミキャンディーは
何から作られているのかな？
いろいろな材料をつかってまぜて、
自分好みのかたさのグミキャン
ディーを作ってみましょう。

イベント参加費無料

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。

整理券

自由出入

出雲科学館  人気教室メドレー

カラフル！キャンドルをつくろう

化学変化で色変わり！
ぷくぷくエレベーター！

つみっこ早積み競争

♥や★やいろんなかたち！
かわいい木の小物をつくろう

固まるふしぎ
～グミキャンディーをつくろう～

第１弾！ものづくり教室

第3弾！実験教室

第2弾！木工教室

第4弾！食べ物実験教室！

2 月の出雲科学館は「人気教室メドレー」！
これまでに開催したいろいろな教室の中で、特に人気の高かった教室を開催します。実験やものづくり、
木工教室、以前参加した人も、初めて参加する人も、あの
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教室を楽しんでみませんか。

科学館のマスコット
キャラクター リカム

整理券

整理券

自由出入

整理券

2月1日（土）・2日（日）

2月15日（土）・16日（日）

2月8日（土）・9日（日）・11日（火・祝）

2月22日（土）・23日（日）

①10:30～②13:30～③15:30～

①10:30～②13:30～③15:30～

①11:40～ ②14:00～ ③15:00～

受付時間①10:00～12:00②13:30～16:30

①10:30～②13:30～③15:30～

2月1日（土）・2日（日）・8日（土）・9日（日）
・11日（火･祝）・15日（土）・16日（日）・22日（土）・23日（日）
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〒699−0624 斐川町上直江2469　☎ 72−7411
【休館日】アクティーひかわ　1月1日～１月3日
　　　　アクティーひかわ体育館    年中無休

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 冬の寒さに負けないように、
フォークダンスを楽しく踊りましょう。 1,500円/月

1日・8日・22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

13日・27日（木） 19：00～20：30

14日（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 2 月の美しい風景や植物を絵手紙に描いてみませんか？ 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。 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
5日（水）

12日（水）
19日（水）
26日（水）

  9：00～10：00 リサイクル体操 100円

9日（日）   9：30～11：30 裂き織り体験 200円

9日（日） 10：00～12：00 そば打ち体験教室
試食します！！ 500円

10日（月）
24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

12日（水） 13：30～15：30 野の花教室 1,700円

15日（土） 10：00～12：00 野の花談義 300円

16日（日） 13：00～16：00 エココンロ作り教室 6,000円

21日（金）   9：30～11：30 エコ トールペイント教室    700円

22日（土） 13：30～16：30 布ぞうり作り教室 300円

23日（日） 13：30～16：30 こんにゃく作り教室
（お持ち帰りできます）    700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

1日（土）9：30～  そば打ち体験  そばの知識を学び、そば打ちを体験し家庭で実践する  一般・子ども 400円 20人

15日（土）9：30～ しいたけを育てよう  しいたけ菌を植えてしいたけを育てる 一般 600円/1本 20人

22日（土）9：00～ 環境にやさしい紙バンド手芸  カントリー雑貨作り 一般 1,000円 15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。 

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

一般体験学習
1月・2月限定！
しいたけ植菌

体験

ドリルを使って原木に穴をあけ、しいたけの菌を打ち込もう！後は木
陰に運んで準備は完了！しいたけが生えてくるまでゆっくり待とうね。
※植菌した原木は持ち帰り  ◆募集人数(対象) ／限定60本1人2本まで
◆予約不要　◆参加費／1本700円

アクティーひかわ（２月）

斐川環境学習センター
（アース館）（２月）

浜遊自然館（２月）

風の子楽習館（２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

2月22日（土） 9：30～11：30 ひなあられを
作ろう！

3月3日はひな祭り。ひな壇にお供えするカラフルな「ひなあられ」を作ろう！
保護者の参加も可。　◆募集人数／20名（先着順）　◆対象／子ども～大人（小
学3年生以下は保護者同伴）　◆申込期間／2月13日（木）～20日（木）

200円／
１人

アクティーひかわフェスタ 2014
＜作品展示＞洋裁・フラワーアレンジ・いけ花・絵手紙・パッチワーク ほか
＜発 表 会＞フォークソング・日本舞踊・なぎなた・フォークダンス・箏曲・空手 ほか

◆とき／3月9日（日）　作品展示・発表会　◆入場無料（全席自由）
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第7回出雲学フォーラム 
『出雲と大和 〜古代国家の現象をたずねて〜』の著者に聞く！

【古代の出雲は輝いていた！】

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♪

■ 第102回 荒神谷博物館講演会　　
２月15日（土） 13時30分～15時
演題：考古学からみた『古事記』の世界
講師 ： 錦田充子 （荒神谷博物館 学芸員）
資料代：300円　申込不要

■ ゼミ形式
　  風土記談義 ～播磨国風土記編～

２月16日（日） 10時～12時
講師：平野芳英・杉岡直子・藤岡大拙
受講料：300円　申込不要

開催中〜2月17日（月）まで

開催中〜3月10日（月）まで

３月21日（金・祝）8時30分〜14時頃（雨天決行）

神
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じ

で発掘が行われてからおよそ30年が経過します。そこで、
神門寺付近遺跡の調査成果とあわせ、「神門寺」出土の考古資料を再確認・
再検討します。

※コースには、階段や坂がありますのでご注意ください。

荒神谷博物館情報

よすみちゃん

「神門寺発掘 30 年」

『海と森と湖の
　　　　ファンタジー展Ⅱ』
2月14日（金）〜3月30日（日）
森で集めた木の実、海や湖で集めた貝殻を使った可愛
い作品展です。一つ一つの作品に込められた物語や表
情をぜひご覧いただき、お楽しみください。　
◆期間中無休

　昨年12月14日、荒神谷銅剣発見30周年記念プレイベントとして
講演会が行なわれました。前半は『出雲と大和』の著者で文学博士の
村井康彦氏による講演でした。「私は出雲にエールを送る気持ちでこ
の本を書きました」の言葉から
スタートし、四隅突出型墳丘墓
の分布などから邪馬台国は出雲
勢力が立てたクニと結論づけた
根拠を説明しました。
　後半は、藤岡大拙館長との対談
で執筆にあたっての取材エピソー
ドなどに、参加者約300名が終始
なごやかに耳を傾けていました。

出雲の自然の
　　みどころ、あれこれ

出雲市文化財保護審議会委員講座（第１回）

２月22日（土） 14時～16時
【講師】佐藤仁志 氏 （樹木医）

※電話・ファクス・電子メール等で申し込みください。

◆受講料／300円　◆定員／80名
◆申込期限／２月21日（金）

近年の発掘調査成果に基づいて、出土土器や堆積土層を分かりやすく解
説し、出雲大社境内遺跡の成り立ちを紹介します。

◆場所／１階速報展示コーナー

出雲弥生の森博物館情報

ホール展示

ギャラリー展

イベントの
お知らせ

開館時間　９時～17時（入館は16時30分まで）
休 室 日　毎週火曜日

観覧
無料

速報展示

好評開催中

好評開催中

「出雲大社境内遺跡の成り立ち」

古代出雲歴史探訪 ミステリーウオーク開催！

◆集　合／出雲弥生の森博物館（受付：8時30分～9時30分　受付後各自スタート）
◆参加料／一般500円、高校生以下100円（当日持参）　◆定員／300名　◆申込期限／３月７日（金）
◆準備品／箸とお椀、帽子、水筒等（雨天時は、カッパ等をご用意ください）

観覧無料

四隅突出型墳丘墓（西谷墳墓群史跡公園）・今市大念寺古墳・上塩冶築山古墳などを巡り、
チェックポイントで出題される文化財関係のクイズを解いていきます。
ゴール後、「ミルクすいとん」のサービスがあります。

ミニレポート


