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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

　「神財」とは、神社へ奉献され、現在に伝わる貴重な文
物や奉納品などの総称です。

　斐川町内には三十数社の神社があり、奈良・平安時代
に書かれた『延喜式』や『出雲国風土記』に記載されている
歴史の古いお社もあります。これらの神社に伝わり、大
切に保管されている「お宝」や、棟札などのゆかりの品を
とおして、斐川の歴史の一端を紹介します。

よすみちゃん

第１回　墳丘墓と古墳第１回　墳丘墓と古墳

「田儀櫻井家たたら製鉄遺跡 「田儀櫻井家たたら製鉄遺跡 
越堂たたら跡　平成25年度発掘調査速報展」越堂たたら跡　平成25年度発掘調査速報展」

『上長浜貝塚』『上長浜貝塚』
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、文字を書く古代の出雲びと、文字を書く古代の出雲びと、文字を書く古代の出雲びと、文字を書く

好評開催中

好評開催中

　
【講師】渡邊貞幸（当館館長）
日　時：９月１３日（土）１４：００～１６：００
場　所：たいけん学習室　受講料：３００円
定　員：８０名
※事前に電話・ファクス・電子メール等でお申し込みください。

期間：９月３日（水）～１２月１日（月）
観覧無料

期間：～９月２９日（月）
観覧無料
発見された土のおもりの大きさなどから、奈良時代から
平安時代にかけての漁法を復元した展示を行っています。

9月3日（水）～29日（月）
9月6日（土）～11月3日（月・祝）

「斐川の神社の神財」「斐川の神社の神財」
『癒しの模型展』『癒しの模型展』かむだからかむだから

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109回
9月27日（土）13：30 ～ 15：00

9月20日（土）
13：30 ～

演題：『弥生時代の青銅器鋳造技術～銅鏡を中心に～』

演題：近世の斐川の神社と「出雲国風土記」

南健太郎氏：師講 （岡山大学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～

9月21日（日） 10：00～12:00
講師：平野芳英・杉岡直子・藤岡大拙

講師：髙橋　周（出雲弥生の森博物館）
資料代：300円　申込不要　　

受講料：300円　申込不要

ホール写真展示

かむだからかむだからかむだからかむだから
企　画　展

「田儀櫻井家たたら製鉄遺跡 速　報　展

『上長浜貝塚』『上長浜貝塚』『上長浜貝塚』『上長浜貝塚』『上長浜貝塚』『上長浜貝塚』『上長浜貝塚』『上長浜貝塚』
ギャラリー展
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企　画　展

観覧
無料

荒神谷博物館

平成26年度

本物そっくりのお城や古民家の模型と折本物そっくりのお城や古民家の模型と折
り紙細工を約50点展示。どこか懐かしいり紙細工を約50点展示。どこか懐かしい
雰囲気、癒しの空間をお楽しみください。雰囲気、癒しの空間をお楽しみください。

江戸時代から明治時代にかけて操業
した越堂たたら（多伎町口田儀）。
平成25年度発掘調査成果の写真
パネルを中心に展示します。
考古学はややこしや！

企画展
関連講演

こえどう場所：企画展示室

館長講座
全３回

～9月8日（月）まで期間：

「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」「瓦や土器に込められた古代出雲びとの祈り」
…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。…「勝」とは、勝（勝部）氏を示す。
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観覧無料観覧無料観覧無料

刻書土器「勝」
（出雲市・築山遺跡）奈良時代
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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。

〒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（9月）

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 参加費

13日(土) 6：00〜12：30 キス釣り体験教室

初心者を対象に楽しいキス釣りの魅力を紹介するとともに、投げ釣りができる
ように指導します。※釣具の貸出（有料）もできます。釣った魚はみんなで料
理して食べちゃおう！　
・貸　　出：道具一式500円、餌1パック200円
・対　　象：小学生と保護者
・募集人数：10組（先着順）　・募集期間：9月4日（木）〜 9月8日（月）まで

600円/人

15日(月・祝) 6：30〜10：30
風の子楽習館
10周年記念

親子キス釣り大会

風の子楽習館開館10周年を記念して「親子キス釣り大会」を開催します。釣り
を楽しみながら地元多伎町の自然の豊かさをしろう！　
・対　　象：小学生と保護者　　・募集人数：15組（先着順）
・募集期間：8月21日(木) 〜 9月6日(土)まで

1,000円/組

27日(土) 9：30〜15：00 木の実クッキング！
秋といえば食欲の秋！手引ヶ丘公園の自然を観察しながら木の実を集めてお
菓子を作ろう！どんな木の実が落ちているかな？　
・対　　象：子どもと保護者　　・募集人数：10組（先着順）
・募集期間：9月18日（木）〜 9月25日（木）まで

600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

7（日）9：30〜 米袋で楽しい手さげ袋を作ろう 米袋で手さげ袋をつくる 一般 550円  20名 

28（日）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 500円  20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（9月）

開催日 開催時間 教室名 内　容 参加費

5日・12日・19日・26日（金） 10：00〜11：30 フォークダンス教室 まだまだ暑い日々です。フォークダンスで楽しく身体の
調子を整えましょう。 1,500円/月

6日・13日・27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

11日・25日（木） 19：00〜20：30

12日（金） 13：30〜15：30 絵手紙教室 秋を待つ草花や果物や野菜を、絵手紙で表現してみませ
んか？ 600円（材料費別途）

20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）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（9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）（9月）

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

3日(水） 9：30〜11：30 裂き織り体験 200円

毎週水曜日
3日, 10日
17日, 24日

9:30〜10:30 リサイクル体操 100円

8日（月）
22日（月） 13：30〜16：30 エコ・ペーパークラ

フト教室 200円

12日(金） 9：30〜11:30 エコ　トールペイン
ト教室 1,000円

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

14日(日） 14:00〜16:00 押し花教室
初回2,500円

毎回1,200円

17日(水） 13:30〜15:30 野の花教室 1,700円

20日（土） 13：30〜16:30 布ぞうり作り教室 300円

21日（日） 13:00〜16:00 エココンロ作り教室 6,000円
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