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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）竹の万華鏡（30分、
200円〜）などその他にもたくさんの体験学習ができます。

夏休み期間中の
木曜日と金曜日
（1日を除く）

9：30〜17：00
途中休憩有

※制作時間及び日数は
工作内容による

夏休み工作
要予約

夏休みの工作をお手伝いします。エコな視点で自然素材等を活用して、
みんなの夏休みを応援します。なお、詳しい工作内容・制作時間等はホー
ムページや電話でご確認のうえ、予約してください。
※対象：小学生

〒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。

風の子楽習館の催し（8月）

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 参加費

2日(土)
3日(日)・4日(月)

集合1日目8：30
解散3日目12：00 風の子キャンプ　　　　

みんなで協力して3日間のキャンプに挑戦！！なんでも自分達で作っちゃおう！
テントに泊まり、海で食料調達。ワクワクドキドキの3日間。　
・対　　象：小学4年生〜中学生　・募集人数：20人

5,000円/人

23日(土)
予備日

24日(日)
10：00〜13：00

～自然の川で～
ヤマメのつかみ取り

を楽しもう！

多伎町奥田儀の宮本川の上流で昔行われていた櫻井家のたたら製鉄の歴史を
知り、そのきれいな自然の川でヤマメのつかみどりに挑戦しよう！泳いでい
るヤマメを追い込んで･･･素手でつかまえられるかな？　
・対　　象：3才以上(幼児・小学生は保護者同伴)　・募集人数：100人
・一般申込期間：8月7日(木) 〜 8月17日(日)
・団体申込期間：〜 8月6日(水)…子ども会や親子会などに最適です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(団体は50人まで)

1,000円/人

◆事前申込（電話で申込み・先着順） ※受付時間 ： 10：00 ～18：30
 ※子どもの体験を主な目的とするため大人のみの参加はご遠慮する場合があります。

期    日 講座名 内　容 対  象 参加費 募集人数

3（日）9：30〜 紙すき体験 野草やミツマタ、牛乳パックを使って紙すきをし
よう  一般・子ども  無料  20名 

9（土）9：30〜 リサイクル教室
可愛い小物雑貨を作ろう

空き缶やペットボトルにＵＶレジン液・ペーパー
ナプキンを使ってかわいい小物雑貨を作る  一般・子ども  600円  20名 

10（日）6：00〜 湊原海岸でキス釣りを楽しもう キスを釣って調理する  一般・子ども 
（低学年は保護者同伴）  500円  15名 

17（日）9：30〜 
【夏休み工作】
きれいなボックス型のLEDイルミ
ネーションを作ろう

LEDや磁石などを使って組み立て、きれいなイル
ミネーションを作る

子ども 
（低学年は保護者同伴）  1,000円  15名 

〒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）
※申込みは講座開催日１か月前から行います。

浜遊自然館の催し（8月）

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 暑い季節！！フォークダンスでいい汗を流しましょう。 1,500円/月

2日・9日・23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

21日・28日（木） 19：00〜20：30

8日（金） 13：30〜15：30 絵手紙教室 8月の色鮮やかな草花や行事を絵手紙で描いてみませ
んか？ 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。
8月は花束のアレンジメントです。 600円（材料費別途）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（8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。

斐川環境学習センター
（アース館）（8月）

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代
3日(日） 9:30〜11:30 裂き織り体験 200円

6日（水）
20日（水）
27日(水）

9:30〜10:30 リサイクル体操 100円

8日(金） 9：30〜11:30 エコ　トールペイン
ト教室 700円

10日(日） 14:00〜16:00 押し花教室
初回2,500円
毎回1,200円

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

11日（月）
25日（月） 13：30〜16：30 エコ・ペーパークラフト

教室 200円

17日（日） 13:00〜16:00 エココンロ作り教室 6,000円

20日(水） 13:30〜15:30 野の花教室 1,700円

23日（土） 13：30〜16:30 布ぞうり作り教室 300円
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この他にも、事前申し込みが必要な「全国合板1枚・作品コンペに挑戦！合板を使って素敵な作品をつくろう！」
（５日・６日・29日）、「レベルアップ☆サイエンス～中学生の教室～解剖実験！豚の眼を調べてみよう」（８日・9
日）、「夏休み　家族で自由に木工作」（9日・10日）、「久徴園植物観察ツアー」（20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。

木のおもちゃひろば
リニューアルオープン

 〒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】9:30～17:30
【休館日】8月は毎日開館します。

出雲科学館の催し（8月）（8月）

世界の甲虫展2014世界の甲虫展2014世界の甲虫展2014世界の甲虫展2014
　8月9日（土）～31日（日）　9:30～17:30

　[今年のテーマ　観察！甲虫たちの一生]

　2,000点におよぶ甲虫（標本）や世界各地に生息して
いる甲虫（生き虫）を展示します。

おもしろ！ビックリ！サイエンスショーおもしろ！ビックリ！サイエンスショーおもしろ！ビックリ！サイエンスショーおもしろ！ビックリ！サイエンスショー

「音でおどろくでショー」「音でおどろくでショー」「音でおどろくでショー」「音でおどろくでショー」 「空気のふしぎ実験ショー」「空気のふしぎ実験ショー」「空気のふしぎ実験ショー」「空気のふしぎ実験ショー」「ものづくりサイエンスショー
　～こんなコマまわるかな？～」
「ものづくりサイエンスショー
　～こんなコマまわるかな？～」
「ものづくりサイエンスショー
　～こんなコマまわるかな？～」
「ものづくりサイエンスショー
　～こんなコマまわるかな？～」

第2弾第2弾第2弾第2弾 第3弾第3弾第3弾第3弾 第4弾第4弾第4弾第4弾

講師：神田　昌彦さん（青森県明徳中学校）
8月9日（土）、10日（日）
①11:00～②13:40～③15:00～

講師：日野武志（出雲科学館）
8月15日（金）、16日（土）、17日（日）
①11:00～②13:40～③15:20～

講師：科学屋楽狂師匠
8月23日（土）、24日（日）
①11:00～②13:40～③15:00～　

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（9：30）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。（ただし、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。

企 画 展 参加無料 参加無料

イベント 参加無料

生き虫ハウス（国産カブトムシ・クワガタにさわれるコーナー）

世界の甲虫と記念撮影

8月9日（土）～17日（日）　①10:00~11:30　②14:00~15:30

8月18日（月）～24日（日）　①11:00~12:00　②14:30~15:30
（整理券が必要・各回先着20組）※カメラをご持参ください。

所要時間 45分所要時間 40分所要時間 30分

　7月24日（木）から

寄贈　出雲村田製作所

出雲科学館の催し出雲科学館の催し出雲科学館の催し出雲科学館の催し

キンイロ クワガタ

ヘラクレスオオカブト

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

整理券

整理券

自由出入

開催日 開催時間 教　室　名 所要時間 参加人数など

4日(月) ～ 7日(木) ①10:00 ～　②13:30 ～
③15:30 ～

実　験
ひんやり科学実験

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

6日(水) ～ 12日(火)
受付時間
①  9:30 ～ 12:00
②13:30 ～ 16:00

観　察
いろんな甲虫をスケッチしよう

35分 時間内自由出入り
小学生未満は保護者1人同伴

8日(金) ～ 11日(月) ①10:00 ～　②13:30 ～
③15:30 ～

実　験
ボウリング玉もプカプカ浮かぶ！？

不思議な水で実験しよう！
45分

各回先着24人
小学1年生以下は3人までにつき

保護者1人同伴

12日(火) ～ 18日(月)
①10:00 ～　②11:00 ～ 
③13:30 ～　④14:30 ～
⑤15:30 ～

実　験
変身！スライム忍者

35分
各回先着24人

小学1年生以下は3人までにつき
保護者1人同伴

12日(火) ～ 19日(火)
受付時間
①  9:30 ～ 12:00
②13:30 ～ 16:00

木　工
カンナでけずっておはしをつくろう

40分
時間内自由出入り

小学3年生以下は2人までにつき
保護者1人同伴

16日(土) 19:30 ～ 20:30
【解説】19:30 ～ 19:40

観　察
天体観望会

夏の星座と火星・土星をみよう
60分 時間内自由出入り

中学生以下保護者同伴

19日(火) ～ 22日(金) ①10:00 ～　②13:30 ～
③15:30 ～

実　験
ロボットをうごかそう

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

20日(水) ～ 25日(月)
受付時間
①  9:30 ～ 12:00
②13:30 ～ 16:00

ものづくり
光のふしぎな世界

セロハンステンドグラスをつくろう
25分 時間内自由出入り

小学2年生以下は保護者同伴

23日(土) ～ 26日(火)
①10:00 ～　②11:15 ～
③13:15 ～　④14:30 ～
⑤15:45 ～

木　工
逆立ちするコマをつくろう 45分

各回先着12人
小学3年生以下は2人までにつき

保護者1人同伴

26日(火) ～ 31日(日)
受付時間
①  9:30 ～ 12:00
②13:30 ～ 16:00

ものづくり
風見鶏をつくって風の向きを

調べよう！
25分

時間内自由出入り
小学2年生以下は2人までにつき

保護者1人同伴

27日(水) ～ 31日(日) ①10:00 ～　②13:30 ～
③15:30 ～

ものづくり
ミニ行燈をつくろう 25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

整理券

自由出入

自由出入

自由出入

整理券

整理券

整理券

自由出入

整理券

自由出入

整理券
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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）竹の万華鏡（30分、
200円〜）などその他にもたくさんの体験学習ができます。

夏休み期間中の
木曜日と金曜日
（1日を除く）

9：30〜17：00
途中休憩有

※制作時間及び日数は
工作内容による

夏休み工作
要予約

夏休みの工作をお手伝いします。エコな視点で自然素材等を活用して、
みんなの夏休みを応援します。なお、詳しい工作内容・制作時間等はホー
ムページや電話でご確認のうえ、予約してください。
※対象：小学生

〒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。

風の子楽習館の催し（8月）

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 参加費

2日(土)
3日(日)・4日(月)

集合1日目8：30
解散3日目12：00 風の子キャンプ　　　　

みんなで協力して3日間のキャンプに挑戦！！なんでも自分達で作っちゃおう！
テントに泊まり、海で食料調達。ワクワクドキドキの3日間。　
・対　　象：小学4年生〜中学生　・募集人数：20人

5,000円/人

23日(土)
予備日

24日(日)
10：00〜13：00

～自然の川で～
ヤマメのつかみ取り

を楽しもう！

多伎町奥田儀の宮本川の上流で昔行われていた櫻井家のたたら製鉄の歴史を
知り、そのきれいな自然の川でヤマメのつかみどりに挑戦しよう！泳いでい
るヤマメを追い込んで･･･素手でつかまえられるかな？　
・対　　象：3才以上(幼児・小学生は保護者同伴)　・募集人数：100人
・一般申込期間：8月7日(木) 〜 8月17日(日)
・団体申込期間：〜 8月6日(水)…子ども会や親子会などに最適です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(団体は50人まで)

1,000円/人

◆事前申込（電話で申込み・先着順） ※受付時間 ： 10：00 ～18：30
 ※子どもの体験を主な目的とするため大人のみの参加はご遠慮する場合があります。

期    日 講座名 内　容 対  象 参加費 募集人数

3（日）9：30〜 紙すき体験 野草やミツマタ、牛乳パックを使って紙すきをし
よう  一般・子ども  無料  20名 

9（土）9：30〜 リサイクル教室
可愛い小物雑貨を作ろう

空き缶やペットボトルにＵＶレジン液・ペーパー
ナプキンを使ってかわいい小物雑貨を作る  一般・子ども  600円  20名 

10（日）6：00〜 湊原海岸でキス釣りを楽しもう キスを釣って調理する  一般・子ども 
（低学年は保護者同伴）  500円  15名 

17（日）9：30〜 
【夏休み工作】
きれいなボックス型のLEDイルミ
ネーションを作ろう

LEDや磁石などを使って組み立て、きれいなイル
ミネーションを作る

子ども 
（低学年は保護者同伴）  1,000円  15名 

〒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）
※申込みは講座開催日１か月前から行います。

浜遊自然館の催し（8月）

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 暑い季節！！フォークダンスでいい汗を流しましょう。 1,500円/月

2日・9日・23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

21日・28日（木） 19：00〜20：30

8日（金） 13：30〜15：30 絵手紙教室 8月の色鮮やかな草花や行事を絵手紙で描いてみませ
んか？ 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。
8月は花束のアレンジメントです。 600円（材料費別途）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（8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。

斐川環境学習センター
（アース館）（8月）

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代
3日(日） 9:30〜11:30 裂き織り体験 200円

6日（水）
20日（水）
27日(水）

9:30〜10:30 リサイクル体操 100円

8日(金） 9：30〜11:30 エコ　トールペイン
ト教室 700円

10日(日） 14:00〜16:00 押し花教室
初回2,500円
毎回1,200円

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

11日（月）
25日（月） 13：30〜16：30 エコ・ペーパークラフト

教室 200円

17日（日） 13:00〜16:00 エココンロ作り教室 6,000円

20日(水） 13:30〜15:30 野の花教室 1,700円

23日（土） 13：30〜16:30 布ぞうり作り教室 300円
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平田図書館　　　　　☎63−4010

えいごのおはなしのじかん
国際交流員による、英語のおはなし会。
◇と　き　8月7日（木）
　　　　　15時〜15時30分
◇対象者　幼児・小学校低学年
◇申込不要、参加無料

海辺の多伎図書館　　☎86−7077

おはなしのとびら夏休みスペシャル
読み聞かせサポーター「きらりんこ」による、おはなし会。
ぬいぐるみを持参して図書館に預け、翌9日（土）15時以
降に返却する「ぬいぐるみお泊り会」も開催。詳しくは海辺
の多伎図書館まで。
◇と　き　8月8日（金）　19時30分〜20時30分
◇対象者　幼児・児童（定員20名）
　※夜間のため要保護者同伴、要ぬいぐるみ持参
◇申込期間　8月2日（土）締め切り

大社図書館　　　　　☎53−6510

夏のおはなし会
ボランティアグループ「おはなしだんだん」による、昔話
などを覚えて語るストーリーテリングのおはなし会。
◇と　き　8月2日（土）　10時30分〜11時30分
◇対象者　4歳〜
◇申込不要、参加無料

おはなし玉手箱
ボランティアグループ「でんでんむしボランティ
ア」による、おはなし会。
◇と　き　8月9日（土）　10時30分〜11時30分
◇対象者　乳幼児・児童
◇申込不要、参加無料

ひかわ図書館　　　　☎73−3990

夏の夜のストーリーテリング
ボランティアグループ「おはなしベン
ジャミン」「おはなしパレット」による、
おはなし会。
◇と　き　8月9日（土）　19時〜20時
◇対象者　小学生以上
　　　　　※夜間のため要保護者同伴
◇申込不要、参加無料

2014 ☆ひかわ図書館まつり
フリーマーケット出店者／ボランティアスタッフ募集
フリーマーケット出店者、準備・運営スタッフ（ボランティア）を
募集します。
◇と　き　10月5日（日） 10時〜14時
◇対象者　市民の方ならどなたでも
◇申込期間　8月1日（金）〜（フリーマーケットは先着順30区画程度）
◇申し込み・おたずね　実行委員会 佐野さん
　　　　　　　　　　　（☎72-9354または080-6330-2015）

　日本初の『赤毛のアン』全文訳を手がけた講師が、作中でアン
が語るシェイクスピア劇、美しい英詩、スコットランド民族の
伝統、キリスト教の愛を、わかりやすく、楽しく、
紹介します。物語の舞台カナダのプリンス・エ
ドワード島、イギリス、イタリアで撮影した文
学史跡の写真も上映します。

出雲市合併10周年記念 出雲中央図書館文化講演会
とき 9月27日（土）13時30分〜15時

※終了後、サイン会を行います。

【対 象 者】　一般（定員100名）
【申込期間】　※入場は無料ですが、整理券が必要です。
　　　　　　　整理券は、8月3日（日）から市内各図書館で配付します。

【おたずね】　出雲中央図書館　☎21－6826
『赤毛のアン』集英社文庫

定価864円

『赤毛のアン』の世界
〜作中の英文学と幸福に生きる知恵　

松 本 侑 子 氏
（作家・翻訳家/日本ペンクラブ常務理事）

演題

講師

出雲弥生の森博物館情報

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）　

荒神谷博物館情報

※いずれも受講料は無料です。
※エプロン、帽子、タオルをご持参のうえ、汚れてもよい服装でお越しください。
※事前に電話・ファクス・電子メールなどでお申し込みください。
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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。

　特殊な紙糸を並べて作られ、
環 境 に も 優 し い と 注 目 の 素 材

「紙バンド」を使ったかわいい雑貨
やお花をあしらった壁飾り、
ミニチュア作品など約30点を展示します。
紙ならではの自然な色合いを活かした
美しい作品をお楽しみください。

よすみちゃん

7月19日（土）～9月8日（月）

「古代の出雲びとが土器に書いたこと」「古代の出雲びとが土器に書いたこと」

「古代の方法で
　　オリジナルの紙
　　　をつくろう！」

「古代の方法で
　　オリジナルの紙
　　　をつくろう！」

古代の出雲びと、文字を書く
 ー示す・伝える・祈るー

古代の出雲びと、文字を書く古代の出雲びと、文字を書く

好評開催中

9月1日（月）まで 7月19日（土）～8月31日（日）

『KYOKOさんちのお花畑
　～紙バンド手芸作品展～』
『KYOKOさんちのお花畑
　～紙バンド手芸作品展～』

「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

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108回
8月9日（土） 13：30～15：00
演題：『風土記の考古学～播磨編～』

辰巳和弘氏 ： 師講 （古代学研究家）
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～

8月17日（日） 10：00～12:00
講師：平野芳英・杉岡直子・藤岡大拙
受講料：300円　申込不要

ホール展示

観覧
無料

荒神谷博物館

魏志倭人伝シリーズⅠ

※いずれも受講料は無料です。※事前に電話・ファックス・電子メール等でお申し込みください。

★8月3日（日）14：00～16：00

講師：髙橋　周（弥生の森博物館職員）

講師：安部信一郎氏
　　（安部榮四郎記念館）
定員：10名　

「日本古代の墨について」「日本古代の墨について」
★8月30日（土）14：00～16：00

★8月16日（土）14：00～16：00
「藍の葉を摘んで、
　　ハンカチを
　　　染めよう！」

「藍の葉を摘んで、
　　ハンカチを
　　　染めよう！」

定員：25名

万葉衣装を
　　きてみよう！万葉衣装を
　　きてみよう！

★8月23日（土）10：00～12：00

講師：山路直充氏（市川考古博物館）

企画展関連講座企画展関連講座企画展関連講座企画展関連講座企画展関連講座企画展関連講座企画展関連講座企画展関連講座

企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連企画展関連

企 画 展

場所／企画展示室

サマーナイト
　ミュージアム
サマーナイト
　ミュージアム

体験教室 無料体験コーナー

　ミュージアム　ミュージアム　ミュージアム　ミュージアム　ミュージアム　ミュージアム　ミュージアム　ミュージアム　ミュージアム　ミュージアム　ミュージアム　ミュージアム　ミュージアム

8月9日（土）は、出雲弥生の森博物館と2号墓展
示施設を20時まで延長して開館します。

「バックヤードツアー」開催。普段見ることのでき
ない出雲弥生の森博物館の裏側をご案内します。
1回目：18：00～　2回目：19：00～


