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開催中～
12月28日（日）
開催中～
12月28日（日）

『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112回
12月13日（土）13：30 ～ 15：00
演題：『弥生時代の埋葬』

会下和宏氏：師講 （島根大学ミュージアム）
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～

12月21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
ホール写真展

企　画　展

関連講演会

観覧
無料

「近世の瓦を考える
　～山陰と山陽を比較して～」

「出雲を掘る第五話　瓦の歴史」
好評開催中～1月12日（月）

12月13日（土）

12月3日（水）～3月2日（月）

「オリジナル鬼瓦づくり」

※講演会・体験教室とも受講料は無料ですが、
事前に電話・ファクス・電子メールでお申し
込みください。

（仮称）出雲斐川中央工業団地で実施した平成
26年度の発掘調査成果を展示します。

12月23日（火・祝）
◆場　所：たいけん学習室
◆料　金：無料
◆定　員：20名（先着順）
　　　　　小学生以下は保護者同伴
◆持ち物：タオル。（汚れてもよい服装で参
　　　　　加してください。）
・瓦の乾燥と窯入れがありますので、来年1月にお渡し
　します。

13:30～16:00

参加希望の方は、電話でお申し込みください。
木の実や蔓を使ってクリスマスの飾りを作ります　

12月7日（日）10：00～12：00
◆参加費300円
◆要予約・募集人数20名

場所：企画展示室

14:00～16:00　
◆場所：たいけん学習室
◆講師：乗岡　実 氏（岡山市教育委員会 文化財課）
◆定員：80名

体 験 教 室

　　　　　小学生以下は保護者同伴

長者原廃寺で使われた瓦を
お手本に、鬼瓦を作ってみよう！

「平成26年度 杉沢遺跡発掘調査速報展」
発掘調査速報展

荒神谷博物館で申込用紙付のチラシを配布しています。
主催：ＮＰＯ法人出雲学研究所
後援：斐川文化協会・斐川地域協議会

◆会場：斐川文化会館（斐川町荘原2166-1）
◆参加料500円　◆定員500名（要予約）

第8回出雲学フォーラム

『邪馬台国と出雲』

国宝荒神谷青銅器出土30周年記念

講師：安本美典（文学博士・『邪馬台国の会』主宰）
安本美典・藤岡大拙 対談「古代の出雲国の姿」

12月14日（日）13：00～16：30

やすもやすもと びと び てんてん

12月7

参加者
募集

12

参加者参加者クリスマスかざり作り体験

好評開催中

つる

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

受講料無料
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出雲科学館の催し（12月）（12月）
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この他にも、ボランティアのわくわくかがくひろば「まつぼっくりでクリスマスツリー」（6日、7日、13日、14日）、事前
の応募が必要な「木工創作教室」（22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。

〒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】12月15日（月）、28日（日）～平成27年1月3日（土）

冬のミニ万華鏡展冬のミニ万華鏡展冬のミニ万華鏡展冬のミニ万華鏡展

アクアス出張教室 in 出雲科学館アクアス出張教室 in 出雲科学館アクアス出張教室 in 出雲科学館アクアス出張教室 in 出雲科学館

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。

ものづくり

整理券

12月13日（土）、14日（日）
10:00～16:30

世界の万華鏡作家の代表作品の紹介や、雪や
氷の結晶のような映像が見える万華鏡を中心に展示します。
その場で簡単なミニ万華鏡を作ること
もできます。（①11:00～12:00　②14:30～15:30）

◆講師　出雲科学館名誉館長　曾我部　國久

骨のない凧をつくろう骨のない凧をつくろう
12月6日（土）、7日（日）、26日（金）、27日（土）
◆受付時間：①9:30～12:00　②13:30～16:00
◆小学2年生以下は保護者同伴

参加費無料

企画展 参加費無料自由出入 自由出入

12月20日（土）、21日（日）
13:00～13:30

不思議な木のおもちゃを使った、おど
ろきのパフォーマンスショーです。
※木のおもちゃ広場もあります。
※都合によりとりやめる場合があります。

◆演示者　湯元桂二さん

イベント 参加費無料

12月20日（土）、21日（日）
講師　湯元桂二さん
◆時間：①10:00～12:00　②14:00～16:00
◆定員：小学3年生以下は保護者同伴
　　　　各回25人（5組）（1グループ5名程度で作ります）
◆締切：12月7日（日）
グループみんなでコロコロ装置を組み立てよう。
※都合によりとりやめる場合があります。

骨のない不思
議 な 凧 を つ
くって飛ばし
ましょう。

実験

実験

ヒツジの毛でコースターをつくろうヒツジの毛でコースターをつくろう

大きなコロコロ装置をつくろう！大きなコロコロ装置をつくろう！12月26日（金）、27日（土）
◆時間：①10:30～
　　　　②13:30～
　　　　③15:30～
◆定員：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
◆所要時間：50分

自由出入 ものづくり

たこたこ上がれ 天まで上がれ！たこたこ上がれ 天まで上がれ！
12月20日（土）、21日（日）、23日（火・祝）
◆受付時間：①9:30～12:00　②13:30～16:00
◆小学2年生以下は2人までにつき保護者1人同伴
凧に夢を絵や字
に表わして天ま
でとどけよう。

自由出入 ものづくり

小麦粉粘土でクリスマスをかざろう小麦粉粘土でクリスマスをかざろう
12月20日（土）、21日（日）、23日（火・祝）
◆時間：①10:30～　②13:30～　③15:30～
◆定員：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
◆所要時間：45分
小麦粉を使って粘土を
作ります。実験もしなが
ら、小麦粉粘土で好き
な形を作ってみよう！

整理券

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

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

サイエンスショー

12月13日（土）、14日（日）
①11:30～ ②13:00～ ③15:00～
◆所要時間30分　◆各回先着100人
きれいに光るウミホタル。海にはそ
のほかにも光る不思議な生き物たちがいます。アクアス
と科学館が力を合わせて、光る生き物のひみつにせまり
ます！

わくわく実験ショー
海を照らす生き物のひみつ

わくわく実験ショー
海を照らす生き物のひみつ

わくわく実験ショー
海を照らす生き物のひみつ

わくわく実験ショー
海を照らす生き物のひみつ

整理券チャレンジ実験

12月13日（土）、14日（日）
①10:30～ ②14:00～
◆所要時間50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
陸と海で暮らすペンギン。アクアスと科学館とで力を合
わせてペンギンのひみつを解き明かして行きます。
※生きているペンギンは来ません。

のぞいてみよう！ ペンギンのひみつのぞいてみよう！ ペンギンのひみつのぞいてみよう！ ペンギンのひみつのぞいてみよう！ ペンギンのひみつ

木のおもちゃのパフォーマンス木のおもちゃのパフォーマンス木のおもちゃのパフォーマンス木のおもちゃのパフォーマンス
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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
⑤15：45〜16：15

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（12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

7日（日） 10:00〜16:00 風の子楽習館
クリスマス会

今年も楽しい風の子楽習館クリスマス会を開催し
ます！子ども向けコンサート（無料）、ミニクリス
マスツリーづくりやサンタクロースのいるフィン
ランドのクッキー作りなどクリスマスにちなんだ
体験学習が盛りだくさん！体験学習すればビンゴ
ゲーム(先着150名のお子様)に参加できるよ！　

どなたでも
参加できます

申込の必要は
ありません

体験学習は
実費

21日（日） 10:00〜13:00 餅つきを
体験しよう！

正月といえばお餅。餅は日本に古くから伝わる食
文化です。この歴史ある食べ物を昔ながらの杵と
臼でぺったんぺったん！上手につけるかな？ゆず
餅・草餅などいろいろな種類のできたてのお餅を
食べくらべてみよう。

20人（先着順）
子ども〜大人

（小学校3年生以
下は保護者同伴）

12/11（木）〜
12/18（木） 700円/人

期    日 講座名 内　容 対  象 参加費 募集人数

6日（土）9:30〜  干支の絵馬づくり 和紙や水引を使って絵馬づくり 一般 750円 20名

7日（日）9:30〜  絵手紙で年賀状 やさしい年賀状を送ろう 一般・子ども 無料 20名

13日（土）9:30〜  羽子板飾り作り 結納の水引等（各自持参）を利用して羽子板を作る 一般 2,200円 20名

14日（日）9:30〜  しめ縄・しで作り 手作りのしめ縄で正月を迎えよう 一般 200円 20名

21日（日）9:30〜  春を待つ花をいけよう 年の瀬の植物の自然の姿をとらえ花や実ものをいける 一般 1,000円 15名

23日（火）14:00〜  ミニ門松作り 竹・松・葉牡丹・千両・南天などで手作り 一般・子ども 600円 30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（12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 寒い季節、風邪に負けないよう、フォークダンスで身
体を動かしましょう！ 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 忙しい季節ですが、絵手紙で心がほっこりする年賀状
を書いてみませんか？ 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。
12月は「お正月アレンジメント」です 600円（材料費別途）

〒699－0624 斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411
【休館日】アクティーひかわ　　　　12月29日〜1月3日
　　　　アクティーひかわ体育館　年中無休

アクティーひかわ（12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）（12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
【定員7名】 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

7日(日） 10：00〜15：00
小学生絵画教室
画用紙準備します
絵の具持参【定員30名】

無料

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

13日(土） 10：00〜13:00 穀物採食料理
おせち料理【定員10名】 2,500円

14日(日） 13:30〜15:30 そば打ち体験【定員20名】
持ち帰り出来ます 700円

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
【定員8名】 300円

21日(日） 13:00〜16:00 エココンロ作り教室 6,000円

◆事前申込（電話で申し込み・先着順） ※受付時間 ： 10:00 〜17:00
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