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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103回 荒神谷博物館講演会　　
３月15日（土） 13時30分～15時
演題：『失

し

刃
じん

の兵から刃
とう

筆
ひつ

の吏
り

へ』
講師 ： 花谷　浩 氏 （市学芸調整官）
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～

３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〜6月2日（月）まで

3月1日（土）〜5月12日（月）

　昨年、斐川町直江で杉沢横穴墓群が調
査されました。30年前には、その北側
で平野横穴墓群の発掘がありました。
　同じ丘陵に営まれた２つの横穴墓群を
通して、1400年前の斐川地域について
考えます。

荒神谷博物館情報

よすみちゃん

「斐川地域の横穴墓」
よこ  あな   ぼ

『海と山と湖の
 ファンタジー展 パートⅡ』

開催中〜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お楽しみください。　

◆期間中無休　
◆場所／エントランスホール

雨あがり

「御遷宮とは何か
 ～出雲大社 『平成の大遷宮』に
　　　　　　　　学ぶべきこと～」

荒神谷椿の森まつり

「長州戦争と神門郡」

3月８日（土） 14時～16時

3月22日（土）・23日（日）
10時～16時

3月22日（土） 14時～16時

【講師】錦田 剛志 氏 （島根県神社庁参事）

【講師】岡　宏三 氏 （古代出雲歴史博物館 専門学芸員）

※電話・ファクス・電子メール等で申し込みください。

◆受講料／各300円　◆定員／各80名

文化財のプロフェッショナルである文化財保護審
議会委員による講座です。

◆会場／荒神谷史跡公園内
◆内容／
　散策マップ配布、クイズラリー、
　缶バッチ作り、苗木販売、
　カフェコーナー、生花展ほか

お散歩しながら、
さまざまな種類の
椿をお楽しみくだ
さい。

　市内には、さまざまなところで貴重な歴史
文化資料が大切に保存・展示されています。
　今回、小中学校で保管されているものの中
から、選りすぐりの逸品を展示します。母校
だけでなく、普段はなかなかお目にかかれな
い他校の逸品をご覧いただくよい機会ですの
で、お出かけください。

出雲弥生の森博物館情報

第２回

第３回

ホール展示

ギャラリー展

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

ミニ企画展

好評開催中

「ふるさと出雲お宝展Ⅱ
　　　―小中学校編―」

観覧無料

出雲市文化財保護審議会委員講座
「出雲の文化財Ⅳ」

かえるの合唱

傘おどり

平野横穴墓群▶
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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)

①11:00～
②13:30～
③15:30～

木　工  整理券

もうすぐ新学期！
マキマキえんぴつ立てを

つくろう

うすい木の板をバームクーヘンのようにく
るくる巻きつけて、押し込みながらずらし
て形を整えれば完成です。新学期に向けて、
自分の机にマキマキえんぴつ立てを置いて、
上手に片づけよう。

60分

各回先着20人
小学2年生以下は
3人までにつき
保護者1人同伴

8日(土) 19:00～20:00
観　察  自由出入

天体観望会
冬の星座と木星を観よう

冬の星空は明るい星をたくさん見つけるこ
とができます。オリオン座やふたご座など、
いろいろな星座を探してみましょう。星座
以外にも、天体望遠鏡で木星を観察します。
曇天の場合はプラネタリウムを上映します。
協力：出雲天文同好会

60分

中学生以下
保護者同伴

観測場所：
科学館駐車場

8日(土)・9日(日)

①10:20～
②11:40～
③13:00～
④14:45～

サイエンスショー

出雲科学忍者隊
リカッチャマンの

科学忍術研究

秘密の液体を手に入れた出雲科学忍者隊リ
カッチャマン。どうやらその液体を使って
新しい忍術の研究をしているようです。
今回は皆さんに、リカッチャマンの忍術の
秘密を少しだけお見せしましょう。

20分 各回先着100人

15日(土)
16日(日)
21日(金)

～23日(日)

① 10:30～
② 13:30～
③ 15:30～

ものづくり  整理券

記録に挑戦！コマ回し

コマを何秒間回すことができるか、記録に挑
戦！コマを長く回すために大事なことはなん
だろう？しっかり考えて、ていねいに作って、
長く回るコマ作りに挑戦しましょう。

50分

各回先着24人
小学２年生以下は
３人までにつき
保護者1人同伴

24日(月)
～27日(木)

【受付時間】
①10:00～

12:00
②13:30～

16:30

ものづくり  自由出入

ころ ころ コロン♪を
つくろう

ころ ころ コロン♪と、でんぐり返しをする
不思議な人形コロンを作ります。
どうしてでんぐり返しをするのかな？
ひみつはコロンのおなかの中に！

30分
小学2年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

28日(金)
～31日(月)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

ものづくり  整理券

ゆらゆらキラキラ
スノードームをつくろう

ビンの中でゆらゆらキラキラ。雪がきれい
に舞うスノードームを作るにはちょっとし
た秘密があります。その秘密を調べてみま
しょう。

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。

整理券

自由出入

 〒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】３月17日（月）

出雲科学館の催し（３月）

この他にも、事前申し込みの必要な「木工創作教室」（3月28日）「いろいろな木の積み木をつくろう」
（3月29日、30日）、があります。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60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 ◆所要時間20分 ◆小学1年生以下保護者同伴（※2014.3.31時点）

企画展 参加費無料特別企画展 発見！感覚のふしぎ　　

あまくてやわらか！生キャラメルをつくろう 回すと見える?! キラキラしゃぼん玉実験 ものづくり

★３月の土日・祝日・春休み期間中は毎日ものづくり・実験教室を開催します★

科学館のマスコットキャラクター リカム

整理券

3月25日（火）〜27日（木） 3月28日（金）〜4月2日（水）
①10:30〜②13:30〜③15:30〜 【受付時間】

①10:00〜12:00 ②13:30〜16:30

３月15日（土）〜４月13日（日）10:00〜18:00
ヒトの持ついろいろな感覚。そのなかで、5 つの感
覚（視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚）を使って再発見！
見て・聞いて・さわって・嗅いで・味わって、子ど
もから大人まで、体験をとおして楽しみながら感覚
のふしぎを探ってみよう！

錯視コーナー「毒蛇の回転」

ぐるぐる回ってる!?

エイムズの部屋

同じ大きさの人形が、

エイムズの部屋に入ると… !
関連
教室

▲立命館大学文学部人文学科心理学専攻　
　教授　北岡明佳氏の作品

自由出入
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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　
・28日（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 まだまだ寒いこの季節、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 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 身近な春を探して、楽しい仲間たちといっしょに絵手紙
を描いてみませんか？

600円
（材料費別途）

  8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

5日（水）   9：30～11：30 裂き織り体験 200円

8日（土） 10：00～13：00 料理教室　穀物菜食 2,500円

9日（日） 14：00～16：30 押し花教室 初回2,500円
毎回1,200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

16日（日） 14：00～16：00 第１回　芋塾 300円

16日（日） 13：00～16：00 エココンロ作り教室 6,000円

16日（日） 13：30～15：30 パステルアート    1,000円

21日（金・祝）   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

〒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～ 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

23日（日）9：00～  野鳥観察会  出雲大社に棲む野鳥を観察する 一般・子ども 無　料 制限なし

〒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
⑤15：45～16：45

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～）竹のスカイシャトル（30分、200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（３月）

斐川環境学習センター
（アース館）（３月）

浜遊自然館（３月）

風の子楽習館（３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

3月15日（土） 9：00～12：00 野外クッキングを
体験しよう！

燃料は焚き木と炭。ダッチオーブンで調理します。旬の食材を使って香
ばしいピザや、あまいデザート（コブラー）作りにチャレンジだ！
◆募集人数／６家族（先着順）　◆申込期間／3月6日（木）～13日（木）

1,800円／
家族

アクティーひかわフェスタ 2014
＜無料体験コーナー＞10：00～11：30　ミニポーチ作り（子供対象、先着30名）
＜作品展示＞10：00～16：30　洋裁・フラワーアレンジ・いけ花・絵手紙・パッチワーク・日本画・絵画
＜発 表 会＞13：30～　フォークソング・日本舞踊・なぎなた・フォークダンス・筝曲・空手・フラダンス・
　　　　　　　　　　　 ＪーPOPダンス・にほんご教室

◆とき／3月9日（日）　◆入場無料（全席自由）
ビンゴゲーム
発表会後の
お楽しみ！


