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第２回　「前方後方墳と前方後円墳」第２回　「前方後方墳と前方後円墳」
【講師】渡邊貞幸（当館館長）
日　時：11月15日（土）14：00～16：00
受講料：300円　　定員：80名
※電話・ファクス・ホームページで申し込みください。

11月1日（土）～12月28日（日）11月9日（日）10:00～12:00
「荒神谷謎解きクイズラリー」「荒神谷謎解きクイズラリー」

『第2回古代ハスフォトコンテスト
　入賞・入選作品展』
『第2回古代ハスフォトコンテスト
　入賞・入選作品展』

■ ■ 

ホール写真展

企　画　展

ギャラリー展

観覧
無料

考古学はややこしや！

－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－
「水に祈る！水を鎮める！」

「出雲を掘る第五話　瓦の歴史」
　古代の寺院や役所の瓦から、現代の瓦まで、出雲地方の瓦の歴史
をたどります。

11月1日（土）～平成27年1月12日（月）

開催中～平成27年2月2日（月）

第49回
出雲市無形文化財発表会
無形民俗文化財に指定されている神楽や獅
子舞等、各地に色濃く残る伝統芸能が一堂
に集まり、華々しく共演します。神話のふ
るさと「出雲」に息づく技と心をご体感く
ださい。

とき：11月30日（日）
ところ：大社文化プレイスうらら館
入場料：当日500円（前売り400円）
プレイガイド／
出雲弥生の森博物館・市役所本庁売店（ふたばショップ）
各支所・大社うらら館ほか

開場9：30／開演10：00～16：00

中学生以下無料

国宝荒神谷青銅器出土30周年記念

神庭・荒神谷四季の植物観察会　紅葉編神庭・荒神谷四季の植物観察会　紅葉編
参加者募集！参加者募集！

11月24日（月・祝）10時～12時

館長講座

よすみちゃん

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

？！？
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2014読書週間の標語は、「めくる めぐる 本の世界」です。

図書館だより

海辺の多伎図書館　　☎86−7077

国際交流員と一緒に英語の絵本を読もう
国際交流員による、英語のおはなし会。
◇と　き　11月11日（火）　16時〜16時30分
◇申込不要（定員15名）

大社図書館　　　　　☎53−6510

えいごD
で

E えほんといっしょ
国際交流員による、英語のおはなし会。
◇と　き　11月27日（木）　16時〜16時30分
◇申込不要（定員15名）

出雲中央図書館　　　☎21−0487
平田図書館　　　　　☎63−4010
佐田図書館　　　　　☎84−9050
湖陵図書館　　　　　☎43−3309
ひかわ図書館　　　　☎73−3990

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。
◇出雲中央／11月7日（金）〜11月9日（日）
◇平　　田／11月8日（土）〜11月10日（月）
◇佐　　田／11月8日（土）〜11月9日（日）
◇湖　　陵／11月8日（土）〜11月9日（日）
◇ひ か わ／11月22日（土）〜11月24日（月・祝）
※持ち帰り用の袋を持参してください。

絵本編集者の現場から見た、さまざまな絵本の誕生秘話と
その奥深いチカラのありどころと、詩人まど・みちおさん
との交流で得た宝物のようなできごとをお話しします。

海辺の多伎図書館 10 周年記念講演会

とき 12月6日（土） 10時〜11時30分
※終了後、サイン会を行います。

【定　　員】　50名
【申し込み】　※入場は無料ですが、整理券が必要です。
　　　　　　整理券は、11月2日（日）から市内各図書館で配付します。
【おたずね】　海辺の多伎図書館　　☎86−7077

『
ま
ど
さ
ん
か
ら
の
手
紙
〜
こ
ど
も
た
ち
へ
』

ま
ど
・
み
ち
お
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文

講
談
社
／
刊

― 絵本編集の現場から ―

絵本という切符をもって
そして「まど・みちおさんのこと」

演題 松
まつ

  田
だ

  素
もと

  子
こ

さん
（編集者・作家）

講師

平田図書館　　　　　☎63−4010

特別展示「昔の教科書展〜思い出のページ開いてみませんか〜」
灘分小学校卒業生の皆さんから、『尋常小学国語読本』などの寄贈がありました。
◇と　き　11月15日（土）〜11月30日（日）

出雲中央図書館　　　☎21−0487

蔵書点検による臨時休館
本の返却は「返却口」をご利用ください。
◇と　き　12月1日（月）〜12月5日（金）

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　11月17日（月）　16時〜16時30分
◇要申込（定員25名）

電子書籍を使ってみよう
タブレット端末を使って電子書籍を読んでみませんか。
◇と　き　11月22日（土）　10時〜15時
◇申込不要

海辺の多伎図書館　多目的室ところ

ま
ど
・
み
ち
お
／
文

講
談
社
／
刊

各図書館イ ベン ト紹 介 図書館のイベントは参加無料です。
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第２回　「前方後方墳と前方後円墳」第２回　「前方後方墳と前方後円墳」
【講師】渡邊貞幸（当館館長）
日　時：11月15日（土）14：00～16：00
受講料：300円　　定員：80名
※電話・ファクス・ホームページで申し込みください。

11月1日（土）～12月28日（日）11月9日（日）10:00～12:00
「荒神谷謎解きクイズラリー」「荒神谷謎解きクイズラリー」

『第2回古代ハスフォトコンテスト
　入賞・入選作品展』
『第2回古代ハスフォトコンテスト
　入賞・入選作品展』

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♪

■ 定例講演会 第111回
11月8日（土）13：30 ～ 15：00
演題：『天之日矛について』

あめ の ひ ぼこ

村上桃子氏：師講 （島根県立大学短期大学部）
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～

11月16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

古代ハスフォトコンテスト古代ハスフォトコンテスト古代ハスフォトコンテスト古代ハスフォトコンテスト古代ハスフォトコンテスト古代ハスフォトコンテスト古代ハスフォトコンテスト古代ハスフォトコンテスト
ホール写真展

企　画　展

ギャラリー展

観覧
無料

考古学はややこしや！

－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－－古代のマツリとマツリゴト－
「水に祈る！水を鎮める！」

大人気“謎を解いて宝物を探そう”
シリーズが青銅器出土30周年記念
でさらにパワーアップ！今回は荒
神くんが問題を出します♪
大人の方もぜひ参加してください。
詳しくはチラシやホームページを
ご覧ください。

「出雲を掘る第五話　瓦の歴史」
　古代の寺院や役所の瓦から、現代の瓦まで、出雲地方の瓦の歴史
をたどります。

11月1日（土）～平成27年1月12日（月）

開催中～平成27年2月2日（月）

第49回
出雲市無形文化財発表会
無形民俗文化財に指定されている神楽や獅
子舞等、各地に色濃く残る伝統芸能が一堂
に集まり、華々しく共演します。神話のふ
るさと「出雲」に息づく技と心をご体感く
ださい。

とき：11月30日（日）
ところ：大社文化プレイスうらら館
入場料：当日500円（前売り400円）
プレイガイド／
出雲弥生の森博物館・市役所本庁売店（ふたばショップ）
各支所・大社うらら館ほか

開場9：30／開演10：00～16：00

中学生以下無料

国宝荒神谷青銅器出土30周年記念

神庭・荒神谷四季の植物観察会　紅葉編神庭・荒神谷四季の植物観察会　紅葉編
参加者募集！参加者募集！

木の実の味は？なぜ紅葉は赤と黄色があるの？冬芽、
葉痕とは？？
神の庭、史跡公園を散歩しながら樹木について学び、
木の実などを食す、五感を使った植物観察会です。

11月24日（月・祝）10時～12時
◇参加費500円　◇定員20名（要電話予約）

館長講座

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）

よすみちゃん

〒699-0503　出雲市斐川町神庭873-8
☎72－9044　FAX 72－7695
http://www.kojindani.jpArchaeological Museum of Kojindani

荒神谷博物館

観覧無料

観覧無料

◇参加費500円　◇定員20名（要電話予約）？！？
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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（11月）

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 募集人数(対象) 申込期間 参加費

2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’と‘あまいデザー
ト（コブラー）’作りにチャレンジだ！
※荒天時中止

6家族
（先着順）

10/23（木）〜
10/30（木） 1,800円/家族

16日（日） 9：00〜12：00 焼いもを
体験してみよう！

秋の味覚「焼きいも」を体験してみよう。
落葉や焚き木を燃やして焼きいもに挑戦。
うまく焼けるかな？
※荒天時中止

8家族
（先着順）

10/31（金）〜
11/7（金） 200円/人

期    日 講座名 内　容 対  象 参加費 募集人数

8日（土）10：00〜 晩秋の寄せ植え 春を待つ元気な寄せ植え作りに挑戦
（鉢代は含まない） 一般 1,500円 20名

9日（日）9：30〜 美味しい簡単お菓子作り さつま芋等を使ったお菓子作り 一般・子ども 300円 15名

22日（土）9：00〜 リサイクル教室
古布で作る「布ぞうり」を作ろう 古布でつくる足元華やか履きごこちのよい布ぞうり作り 一般 300円 10名

29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 500円 20名

30日（日）9：30〜 たこをつくって揚げよう  正方形たこなどを作って揚げる 子ども 200円 10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（11月）

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 楽しくダンスを踊って、寒さに負けない身体を作りま
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 美しい紅葉の風景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 今月はクリスマスアレンジメントです。ステキなお花で
お部屋を飾りませんか？ 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（11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）（11月）

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

2日(日） 9：30〜11：30 裂き織り体験
【定員7名】 200円

毎週水曜日
5日・12日
19日・26日

9:30〜10:30 リサイクル体操 100円

5日(水） 13：30〜16：30 石けん作り【定員20名】
廃油持参・石鹸持ち帰り 500円

9日(日） 8：30〜14:30
（8：20集合）

塩作り体験【定員30名】
(公財）しまね自然と環境財団
H26年度環境保全活動助成金事業

500円

9日(日） 14:00〜16:00 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

14日(金） 9：30〜11:30 エコ　トールペイン
ト教室 1,000円

16日(日） 13:00〜16:00 エココンロ作り教室 6,000円

16日(日） 10：00〜12:00
初心者向け野鳥観察会

【定員20名】
（共催）自然観察指導委員会

無料

19日(水） 13:30〜15:30 野の花教室 1,700円

22日（土） 13：30〜16:30 布ぞうり作り教室
【定員8名】 300円

29日（土） 10：00〜13:00 穀物採食料理教室
クリスマス料理 2,300円
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出雲科学館の催し（11月）（11月）
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このほかにも、事前の応募が必要な「木工創作教室」（25日）、ボランティアのわくわくかがくひろば
「万華鏡をつくろう」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。

〒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/　
【入館料】無料　【開館時間】9:30～17:30
【休館日】11月17日（月）

みんなで学ぼう！ エネルギー教室みんなで学ぼう！ エネルギー教室みんなで学ぼう！ エネルギー教室みんなで学ぼう！ エネルギー教室

ゴム・ワン グランプリ in 出雲科学館ゴム・ワン グランプリ in 出雲科学館ゴム・ワン グランプリ in 出雲科学館ゴム・ワン グランプリ in 出雲科学館

エネルギー・放射線教室エネルギー・放射線教室エネルギー・放射線教室エネルギー・放射線教室
12月1日（月）10:00～12:00

11月30日（日）14:00～16:30（受付13:00～13:50）
3本の輪ゴムを使って動かす車（ゴム・ワン カー）を作り、どれだけ遠くま
で走らせることができるか、距離を競います。誰よりも遠くへ、まっすぐ進
むゴム・ワン カーを作って参加しよう！（この車は、チャレンジ教室「ゴム・
ワン カーをつくろう」で作ることができます）

実験や体験を通じてエネルギー問題について考えていこう！
※実験教材を持ち帰ることができます。

放射線の正しい知識の習得を行い、実験を通し
てエネルギー問題について考えていきます。

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時30分）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人につき2人まで、代理人
受け取り可能です。（ただし、保護者同伴が必要な方は代理人になれません。）

事前に申し込みが必要です。ハ
ガキや科学館ホームページ、
ファクス、科学館受付カウンター
のいずれかで応募してください。

実験 応募 応募

ゴム・ワン カーをつくろう
～めざせゴム・ワン グランプリ～

ゴム・ワン カーをつくろう
～めざせゴム・ワン グランプリ～

ものづくり

木工

整理券

◆時間：①10:30～　②13:30～
　　　　③15:30～ ※11月30日は①のみ
◆定員：各回先着24人
　　　　小学2年生以下は1人につき保護者1人同伴
◆所要時間：60分

◆各回20人　小学3年生以上（小学2年生未満は保護者同伴）
◆所要時間30分
◆内容　①③は「電気を使ってみよう」
　　　　②④は「電池をつくろう」

◆定員　40人　◆対象　高校生～大人　
◆締切　11月14日（金）

11月15日（土）・16日（日）・22日（土）
【第１弾：タイヤの大きさをかえてみよう】
11月23日（日）・24日（月・祝）・29日（土）・30日（日）

【第２弾：ゴムの力をうまく使おう】

ビー玉コロコロ
クーゲルバーンをつくろう
ビー玉コロコロ
クーゲルバーンをつくろう

整理券

11月1日（土）、2日（日）、3日（月・祝）、8日（土）、9日（日）
◆時間：①10:30～　②13:30～　③15:30～
◆定員：各回先着16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：50分

イベント 参加費無料

重曹でおそうじ重曹でおそうじ実験 応募

11月16日（日）、18日（火）
◆時間：①10:00～12:00
　　　　②14:00～16:00
◆定員：各回12人　
◆対象：高校生～大人
◆締切：11月6日（木）◆参加費：200円

台所用品などの頑固な油汚れ、困りますよね。ところが重曹を使って
掃除すると、あら不思議！ 汚れがみるみる落ちていきます。重曹の力
を科学的に見ていき、お掃除術をマスターしませんか。

2014年11月30日に開催する「ゴム・ワン グランプリ in 出雲科学館」
に参加できる、輪ゴムを動力とした車を作ることができます。

11月3日は「合板の日」です。「合板」は、薄い木の板を何枚も張り合わせて作られてい
ます。家の壁や床など、身近なところに使われていて、ホームセンターなどで手軽に手に
入ります。合板を使って、ビー玉が転がり落ちていく通り道を作って、遊んでみよう。

天体観望会
秋の星座と月・火星をみよう
天体観望会
秋の星座と月・火星をみよう

自由出入

11月1日（土）
◆時間：18:30～19:30
　　　　解説：18:30～18:40
◆中学生以下保護者同伴

秋の夜長は星空を眺めてみませんか。
望遠鏡で秋の星空や月・火星を観察し
ます。
※協力：出雲天文同好会　※曇天時はプラネタリウムを上映します。

チャレンジ！教室チャレンジ！教室チャレンジ！教室 当日参加
ＯＫ

参加費
無料

整理券

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。自由出入

なるほど！教室 応募方法

事前の応募
は不要

観察

いずも子どもウィーク

11月29日（土）、30日（日）
①10:00～ ②11:30～ ③13:30～ ④15:00～

※（土）は①②のみ

☆規定をクリアした車であればチャレンジ教室で作った車でなくてもグランプ
リに参加できます。教室で作った車も規定内であれば改造可能です。

☆詳しいルールは出雲科学館ホームページをご覧ください。
☆ゴム・ワン グランプリは、2006年に姫路科学館で始まった競技会です。

※応募方法は、「なるほど！教室の応募方法」をご覧ください。
講師／日本科学技術振興財団
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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（11月）

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 募集人数(対象) 申込期間 参加費

2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’と‘あまいデザー
ト（コブラー）’作りにチャレンジだ！
※荒天時中止

6家族
（先着順）

10/23（木）〜
10/30（木） 1,800円/家族

16日（日） 9：00〜12：00 焼いもを
体験してみよう！

秋の味覚「焼きいも」を体験してみよう。
落葉や焚き木を燃やして焼きいもに挑戦。
うまく焼けるかな？
※荒天時中止

8家族
（先着順）

10/31（金）〜
11/7（金） 200円/人

期    日 講座名 内　容 対  象 参加費 募集人数

8日（土）10：00〜 晩秋の寄せ植え 春を待つ元気な寄せ植え作りに挑戦
（鉢代は含まない） 一般 1,500円 20名

9日（日）9：30〜 美味しい簡単お菓子作り さつま芋等を使ったお菓子作り 一般・子ども 300円 15名

22日（土）9：00〜 リサイクル教室
古布で作る「布ぞうり」を作ろう 古布でつくる足元華やか履きごこちのよい布ぞうり作り 一般 300円 10名

29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 500円 20名

30日（日）9：30〜 たこをつくって揚げよう  正方形たこなどを作って揚げる 子ども 200円 10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（11月）

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 楽しくダンスを踊って、寒さに負けない身体を作りま
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 美しい紅葉の風景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 今月はクリスマスアレンジメントです。ステキなお花で
お部屋を飾りませんか？ 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（11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）（11月）

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

2日(日） 9：30〜11：30 裂き織り体験
【定員7名】 200円

毎週水曜日
5日・12日
19日・26日

9:30〜10:30 リサイクル体操 100円

5日(水） 13：30〜16：30 石けん作り【定員20名】
廃油持参・石鹸持ち帰り 500円

9日(日） 8：30〜14:30
（8：20集合）

塩作り体験【定員30名】
(公財）しまね自然と環境財団
H26年度環境保全活動助成金事業

500円

9日(日） 14:00〜16:00 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

14日(金） 9：30〜11:30 エコ　トールペイン
ト教室 1,000円

16日(日） 13:00〜16:00 エココンロ作り教室 6,000円

16日(日） 10：00〜12:00
初心者向け野鳥観察会

【定員20名】
（共催）自然観察指導委員会

無料

19日(水） 13:30〜15:30 野の花教室 1,700円

22日（土） 13：30〜16:30 布ぞうり作り教室
【定員8名】 300円

29日（土） 10：00〜13:00 穀物採食料理教室
クリスマス料理 2,300円
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