
夏は図書館に行こう！ 図書館のイベントは参加無料です。
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出雲中央図書館　　　☎21−0487
ひかわ図書館　　　　☎73−3990

開館時間延長のお知らせ
出雲中央図書館とひかわ図書館は7月19日
（土）から8月31日（日）までの間、9時から
開館します。
（閉館時間は19時です）

出雲中央図書館　　　☎21−0487

リサイクル市
図書館で不用になった雑誌や図書を無料で提供
します。
◇と　き　7月4日（金）〜 7月6日（日）

10時〜18時

図書館の仕事体験
本の貸出・返却、本をきれいにするクリーニン
グなど、図書館の仕事を体験。
◇と　き　8月5日（火）《2回開催》

《1回目》 10時〜12時
《2回目》 14時〜16時

◇対　象　小学5年生、6年生（各回定員10名・
先着順）

◇事前申込必要　出雲中央図書館まで

英語で楽しむ絵本の世界
国際交流員による、英語のおはなし会。
◇と　き　8月4日（月）

16時〜16時30分
◇対　象　幼児・小学校低学年（定員25名）
◇事前申込必要　出雲中央図書館まで

おはなしさんぽまつり
ボランティアグループ「おはなしさんぽ」によ
る、おはなし会。
◇と　き　7月26日（土）

14時〜15時
◇申込不要

「おはなしさんぽ」ボランティア募集
毎週土曜日15時から「絵本の読み聞かせ」をして
います。
◇申し込み・おたずね　出雲中央図書館

平田図書館　　　　　☎63−4010

たなばた会
図書館ボランティアによる、おはなし会。
◇と　き　7月6日（日）　14時〜15時
◇ところ　平田学習館
◇対象者　小学生以下
◇申込不要

佐田図書館　　　　　☎84−9050

夏の夜のおはなし会
ボランティアグループ「おはなしパンやさん」に
よる、ストーリーテリング。
◇と　き　8月2日（土）　

19時〜20時
◇対　象　小学生以上　※夜間のため要保護者

同伴（定員30名）
◇申し込み　事前申込必要　佐田図書館まで

海辺の多伎図書館　　☎86−7077

リサイクル市
図書館で不用になった雑誌や図書を無料で提供
します。
◇と　き　7月19日（土）〜7月21日（月・祝）

10時〜19時

湖陵図書館　　　　　☎43−3309

おはなしの時間夏休みスペシャル
ボランティアグループ「こりょうブックフレン
ド」による、おはなし会。
◇と　き　7月26日（土）

10時30分〜11時30分
◇対象者　幼児・児童
◇申込不要
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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）　

♪ラッキーナンバー♪　キャンペーン！
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〒699-0503　出雲市斐川町神庭873-8
☎72－9044　FAX 72－7695
http://www.kojindani.jpArchaeological Museum of Kojindani

壱岐島にある「原の辻遺跡（国特別史跡）」は、『魏志倭人
伝』にいう「一支国」の王都で、「三千ばかりの家があり、
南と北と交易している」とされています。発掘で、国内
最古の船着場が発見され、大陸や半島そして国内各地
との交易品が明らかになりました。展示では、ガラス
製品や金属製品等の重要文化財100点近くを紹介し、
荒神谷青銅器埋納時期の王都の様子を探ってみます。

よすみちゃん

7月19日（土）～9月8日（月） 7月12日（土）～9月15日（月）

7月12日（土）～9月1日（月）

7月16日（水）まで

～7月31日（木）まで

出雲弥生の森博物館
ボランティアを募集します。
出雲弥生の森博物館
ボランティアを募集します。

「出雲方言のつどい
　　　 ー出雲ことば再発見―」
「出雲方言のつどい
　　　 ー出雲ことば再発見―」

「日本古代における文字の使用とその背景」「日本古代における文字の使用とその背景」

古代の出雲びと、文字を書く
 ー示す・伝える・祈るー

『フォト雲州・春期作品展』『フォト雲州・春期作品展』
『神庭・荒神谷四季の植物観察会』『神庭・荒神谷四季の植物観察会』

「一支国～弥生の海上交易都市～」「一支国～弥生の海上交易都市～」
い き こくい き こく

国宝荒神谷青銅器出土30周年記念国宝荒神谷青銅器出土30周年記念

市内および県内で出土した奈良時代の墨書土器
を中心に展示します。“古代の出雲びと直筆の史
料”である墨書土器から、当時
の社会の様相や、古代
の出雲びとと文字と
の関係について考
えます。

【募集内容】
① 年齢は問いません。
② 活動頻度 月２～３回、（３時間／回）程度
③ 特典
・博物館常設展図録の無償提供
・特別展図録の無償提供（過去分は含まない）
・博物館からの情報提供、展示担当者によるボランティア向け説明会開催
・博物館が開催する講座の受講料（３００円／回程度）を無料化
※詳しくは出雲弥生の森博物館までおたずねください。

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♪

■ 特別展関連講演会 第107回
7月19日（土） 13：30～15：00
演題：『青銅器の埋納場所を考える』

増田浩太氏 ： 師講 （埋蔵文化財調査センター）
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～

7月20日（日） 10：00～12:00

期間：7月12日（土）～9月1日（月）

第1回　7月21日（月・祝）9時～11時　

講師：平野芳英・杉岡直子・藤岡大拙

展示室観覧券の末尾が358、16、06、33、84の方には
もれなく荒神谷オリジナルグッズをプレゼント

受講料：300円　申込不要

ホール写真展

観覧
無料

荒神谷博物館

神門通りPR館オープン!!神門通りPR館オープン!!

現在、博物館では、ボランティアがさまざまな活動をしています。
展示の案内や、子どもたちと一緒に勾玉づくりの体験活動など、あ
なたも博物館ボランティアに参加してみませんか。

　県では、出雲大社門前「神門通り」の街路整備事業
を平成22年から開始し、現在、出雲大社勢溜から一
畑電車出雲大社前駅までの区間の工事が完了してい
ます。また、今年度から、出雲大社前駅から南に向かっ
て宇迦橋の大鳥居までの約180mの区間の工事を再
開しています。
　これに合わせて、これまでも好評いただいてきまし
た「神門通りPR館」を装い新たにオープンしました。
神門通りの整備に関する説明のほか、土木のPRイベ
ントなども開催予定です。中には休憩スペースも設け
ていますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

■開設期間：街路整備工事の完了まで（平成27年度末予定）■開設時間：9時～17時（年中無休）

おたずね／出雲県土整備事務所都市整備課　☎30-5667

詳しくはホームページまたは
チラシをご覧ください
※博物館で配布中

第2回 　古代ハス
フォトコンテスト
作品募集中！

第2回 　古代ハス
フォトコンテスト
作品募集中！

写真クラブフォト雲州
の会員選りすぐりの作品　
約25点を展示します。

荒神谷史跡公園内の四季の植物を観察する会です。
第1回目は古代ハス観察とハス食品試食会　象鼻盃席も
体験できます♪
参 加 費／ 500円　
申込方法／ 電話でお申し込み
　　　　　 ください　　
受付時間／ 9時～17時　　
申込締切／ 7月17日（木）

魏志倭人伝シリーズⅠ

弥生・青銅器でつながる弥生ブロンズネットワークのスタンプを集めよう。

◆スタンプ２個で ◆スタンプ4個で
温泉割引券 ４館缶キーホルダー

４館をめぐる夏のクイズ
スタンプラリー開催！！
４館をめぐる夏のクイズ
スタンプラリー開催！！

　

【
募
集
内
容
】

①年齢は問いません。
②活動頻度　月２～３回、３時間程度
③募集期間　7月31日（木）まで
④特典

●博物館常設展、特別展図録の無償提供や
　博物館が開催する講座が無料で受講できます。

※詳しくは、当館までおたずねください。

出雲方言公開講座
講師：市 大樹氏（大阪大学准教授）
とき：７月21日（月）14:00～16:00
聴講無料
※事前に電話・ファクス・メール等で
　お申し込みください。

いち　ひろき

※7月8日㈫～11日㈮は、展示替えのため展示室は休みです。

6日㈰は、「しまねっこ」と「やがみちゃん」が遊びに来るよ♪

関連講演会

夏のイベント

平成26年 企画展

場所／企画展示室　　観覧料／無料
古代出雲歴史博物館・荒神谷博物館
加茂岩倉ガイダンス・出雲弥生の森博物館

日　　時：８月２０日（水）19:00～21:00
会　　場：市役所くにびき大ホール
定　　員：200名　
　　　　　※詳しくは広報いずも８月号でお知らせします。
おたずね：文化財課　☎２１－６８９３

荒神谷向上プロジェクト♪
意見交換会発案

荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり荒神谷ハスまつり
7月5日（土）～6日（日）

出雲大社

神門通り
広場

勢溜

神
門
通
り

一畑電車
出雲大社前駅

●縁結びスクエア

●出雲商工会

PR館
（旧山本歯科）

宇迦橋の大鳥居

う　 が　ばし

　　　「社」の刻書・墨書土器
　　　（矢野町　矢野遺跡）

◇特産品販売◇オープンカフェ
◇象鼻盃席　
　10時～・14時～　各日、各回50名

ぞう   び   はいせき
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♪ラッキーナンバー♪　キャンペーン！
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料”である墨書土器から、当時
の社会の様相や、古代
の出雲びとと文字と
の関係について考
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① 年齢は問いません。
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■ 特別展関連講演会 第107回
7月19日（土） 13：30～15：00
演題：『青銅器の埋納場所を考える』

増田浩太氏 ： 師講 （埋蔵文化財調査センター）
資料代：300円　申込不要
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受講料：300円　申込不要
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荒神谷博物館

神門通りPR館オープン!!神門通りPR館オープン!!

現在、博物館では、ボランティアがさまざまな活動をしています。
展示の案内や、子どもたちと一緒に勾玉づくりの体験活動など、あ
なたも博物館ボランティアに参加してみませんか。

　県では、出雲大社門前「神門通り」の街路整備事業
を平成22年から開始し、現在、出雲大社勢溜から一
畑電車出雲大社前駅までの区間の工事が完了してい
ます。また、今年度から、出雲大社前駅から南に向かっ
て宇迦橋の大鳥居までの約180mの区間の工事を再
開しています。
　これに合わせて、これまでも好評いただいてきまし
た「神門通りPR館」を装い新たにオープンしました。
神門通りの整備に関する説明のほか、土木のPRイベ
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ていますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
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４館をめぐる夏のクイズ
スタンプラリー開催！！
４館をめぐる夏のクイズ
スタンプラリー開催！！
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募
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内
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①年齢は問いません。
②活動頻度　月２～３回、３時間程度
③募集期間　7月31日（木）まで
④特典

●博物館常設展、特別展図録の無償提供や
　博物館が開催する講座が無料で受講できます。

※詳しくは、当館までおたずねください。

出雲方言公開講座
講師：市 大樹氏（大阪大学准教授）
とき：７月21日（月）14:00～16:00
聴講無料
※事前に電話・ファクス・メール等で
　お申し込みください。

いち　ひろき

※7月8日㈫～11日㈮は、展示替えのため展示室は休みです。

6日㈰は、「しまねっこ」と「やがみちゃん」が遊びに来るよ♪

関連講演会関連講演会関連講演会関連講演会関連講演会関連講演会関連講演会関連講演会関連講演会

夏のイベント

平成26年 企画展

場所／企画展示室　　観覧料／無料
古代出雲歴史博物館・荒神谷博物館
加茂岩倉ガイダンス・出雲弥生の森博物館

日　　時：８月２０日（水）19:00～21:00
会　　場：市役所くにびき大ホール
定　　員：200名　
　　　　　※詳しくは広報いずも８月号でお知らせします。
おたずね：文化財課　☎２１－６８９３

荒神谷向上プロジェクト♪
意見交換会発案

荒神谷ハスまつり
7月5日（土）～6日（日）

出雲大社

神門通り
広場

勢溜

神
門
通
り

一畑電車
出雲大社前駅

●縁結びスクエア

●出雲商工会

PR館
（旧山本歯科）

宇迦橋の大鳥居

う　 が　ばし

　　　「社」の刻書・墨書土器
　　　（矢野町　矢野遺跡）

◇特産品販売◇オープンカフェ
◇象鼻盃席　
　10時～・14時～　各日、各回50名

ぞう   び   はいせき


