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4月29日（水・祝）～　5月31日（日）
9：00～16：30

荒神谷古代こどもまつり
4 29 5 31
『フォト雲州写真展』

■ 定例講演会 第117回
5月16日（土）13：30 ～ 15：00
演題：『隠岐の黒曜石・日本の黒曜石』

及川　穣氏：師講 （島根大学　准教授）
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～

5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

企　画　展

ホール展示

「出雲の青と藍」
好評開催中～5月11日（月）まで

◆場所：２階

◆◆◆場所：企画展示室場所：企画展示室場所：企画展示室場所：企画展示室場所：企画展示室場所：企画展示室場所：企画展示室場所：企画展示室場所：企画展示室

【講　師】　幡中　光輔（市文化財課）
◆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・博物館ホームページで申し込みください。

」」
好評開催中

「見えてきた「古代山陰道」
　　－出雲・伯耆・因幡の道をたどる－」
「見えてきた「古代山陰道」
　　－出雲・伯耆・因幡の道をたどる－」5月23日（土）14：00～16：00　

5月2日（土）～6月1日（月）
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「しかくらやま」

好評開催中～6月1日（月）まで

ギャラリー展

●宝探し謎解きクイズラリー
●体験コーナー
勾玉
プラバン
木の実細工
カンバッジほか
●バッテリーカー

 ご自由にご覧ください。

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♪

宝探し謎解きクイズラリー

古代米の試食用にお皿、はし、コップをご持参ください。

　市内で活躍中の写真家
サークルのメンバーが自
慢の逸品を約20点展示し

市民ギャラリー展示
出雲弥生の森博物館
出雲弥生の森博物館
出雲弥生の森博物館

職員リレー講座
職員リレー講座
職員リレー講座「田儀櫻井家と越堂たたら

　　　　－発掘調査の成果と展望－」
出雲弥生の森博物館
出雲弥生の森博物館
出雲弥生の森博物館

職員リレー講座
職員リレー講座
職員リレー講座「田儀櫻井家と越堂たたら「田儀櫻井家と越堂たたら「田儀櫻井家と越堂たたら

　　　　－発掘調査の成果と展望－」
「田儀櫻井家と越堂たたら
　　　　－発掘調査の成果と展望－」

5月5日（火・祝）
10：00～16：00 

ほか

荒神谷古代こどもまつり荒神谷古代こどもまつり荒神谷古代こどもまつり荒神谷古代こどもまつり荒神谷古代こどもまつり

　山陰の「古代の道」をパネルで展示します。

5月24日（日）10：00～）10：00～
赤米田植体験

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

観覧無料

参加無料
古代米の試食用にお皿、はし、コップをご持参ください。

赤米田植体験赤米田植体験赤米田植体験赤米田植体験
参加無料 申込不要

古代米の試食用にお皿、はし、コップをご持参ください。

慢の逸品を約20点展示し
ます。

5月24日（日24日（日
赤米田植体験赤米田植体験赤米田植体験
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〒699－0904
多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644

【休館日】火曜日風の子楽習館の催し（5月）

〒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（5月）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（5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）（5月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
エコ　トールペイント教室 8日（金） 9:30〜11:30 1,200円

しいたけ栽培教室
持ち帰りできます(3本/人） 10日（日） 9：30〜12:00 2,000円

エコ・ペーパークラフト教
室

11日（月）
25日（月） 13：30〜16：30 300円

リサイクル体操 毎週水曜日
13日・ 20日・27日 9:30〜10:30 150円

エココンロ作り教室 17日（日） 13:00〜16:00 7,000円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
第4回　こんにゃく作り
持ち帰りできます【定員:15名】 19日（火） 10:00〜13:00 1,000円

野の花教室 20日（水） 13:30〜15:30 1,900円

布ぞうり作り教室
【定員8名】 23日（土） 13:30〜16:30 500円

トイレ清掃
【主催：平田掃除に学ぶ会】
一畑薬師　飯塚管長の指導・講話

31日（日） 6:00〜9:00 無料

講座名 内　　　容 開催日 時間 対  象 募集人数 参加費

浜遊で畑を耕そう 野菜作りを学んで、収穫の楽しみを味わう。 7日（木） 13:30〜 一般 15名 実費

春の星座観察会 この季節に見られる星座を観察する。 8日（金） 20:00〜 一般・子ども 制限なし 無料

春の寄せ植え 母の日に寄せてやさしい寄せ植え作り。（鉢代は含まない） 9日（土）10:00 〜 一般 20名 1,500円

植物を観察しよう 虫こぶ（虫の刺激によって葉っぱが変形したもの）の中を
のぞいてみよう。 23日（土） 9:30〜 一般・子ども 20名 無料

環境にやさしい紙バンド手芸 クロス掛けのカゴを作ります。カゴを編んでから１本ひ
もでクロスに飾り掛けます。 30日（土） 9:00 〜 一般 20名 800円

自由に絵付け！オリジナル
のお皿作り 

筆で自由に、カラフルに絵付け体験！出来上がったお皿
はお家で使っていただけます。 31日（日）10:00 〜 一般・子ども 15名 500円

教　室　名 内　　　　容　　　【 所要時間（目安）・参加費 】 開催日 時　間

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、
200円）竹のスカイシャトル（30分、150円）竹の万華鏡（30分、250円）竹の
紙鉄砲（30分、150円）などその他にもたくさんの体験学習ができます。

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

◆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。

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

春の
手引ヶ丘公園祭り

5月の連休は家族で手引ヶ丘公園へ出かけよう！
ふだんできない特別バージョンの体験学習やフワ
フワドーム、的当てルーレット、スーパーボール
すくい、ミニＳＬ乗車体験などとっても楽しいイ
ベントが盛りだくさん！　　

3日（日・祝）
4日（月・祝）
5日（火・祝）

10:00〜16:00 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

地引網を
体験してみよう！

（団体申込のみ）

多伎の砂浜で昔ながらの地引網を体験しよう！
人と海の関わりを学ぼう！ 6月28日（日） 6:00〜10:30

団体は50名以内
（先着順）

小学生〜大人
（小学生は保護

者同伴）

団体申込期間
5月14日（木）〜
6月10日（水）

 ※一般の受付は
6月11日（木）から

小･中学生 
1,000円

大人 
1,200円

◆事前申込（電話で申し込み・先着順） ※受付時間 ： 10:00 ～17:30

教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 爽やかな季節！！楽しいリズムで、身体をリフレッシュ
してみませんか？

1日・15日
22日・29日（金） 10：00〜11：30 1,500円/月

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。

2日・9日・23日（土） 14：00〜15：30
無料

14日・28日（木） 19：00〜20：30

絵手紙教室 綺麗に咲いているお花達を、絵手紙に描いてみませんか？ 8日（金） 13:30〜15:30 600円（材料費別途）

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。
５月の花達でお部屋を飾りましょう。 16日（土） 14:00〜16:00 600円（材料費別途）
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出雲科学館の催し（5月）（5月）
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この他にも、応募教室「木工創作教室」（26日）「木工創作教室・初級編」（27日）、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「こいのぼ
りをつくろう」（9日・10日・16日・17日）などがあります。詳しくは出雲科学館（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】5月18日（月）

事前に申し込みが必要です。電話、ハガキ、科学館ホームページ、FAX、科学館受付カウンターのいずれかで応募ください。応募方法なるほど！教室

GW 祭エンス･フェスティバルGW 祭エンス･フェスティバルGW 祭エンス･フェスティバルGW 祭エンス･フェスティバル
サイサイサイサイ

受付時間 9:30～16:00
イベント 参加費無料

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）　チャレンジ！教室チャレンジ！教室チャレンジ！教室 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場合もあ
ります。自由出入

ＧＷは科学館のサイエンスフェスティバルへ行こう！
毎日７種類の実験・ものづくりブース、体験コーナーを用意して
まってるよ！

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出雲科学館の催し出雲科学館の催し出雲科学館の催し

5月2日（土）～６日（水・振休）

１． ストローグライダーを
　　つくろう

２． ちいさな合板つみ木で
　　作品づくり

３． 紙コップロケットを
　　つくろう

４． レンジでお団子つくり

５． 立 体 映 画
（番組）恐竜・アクアリウム

６． 木のおもちゃひろば

７． 展示ひろば

※ブースにより受付時間が異なります。
　詳しくはホームページをご覧ください。

教　室　名 開催日 開催時間 所要時間 募集人員

音でおどるヘビ

4月25日（土）・26日（日）
29日（水・祝）
5月9日（土）・10日（日）

①10:30 〜　②11:30 〜　
③13:30 〜　④15:30 〜

30分
各回先着24人

小学2年生以下は3人までにつき
保護者1人同伴

プラコップでキーホルダーを
つくろう！

16日（土）・17日（日）
23日（土）・24日（日）

①10:30 〜　
②13:30 〜　
③15:30 〜

45分
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

天体観望会
春の星座と月・木星･金星

23日（土）
19:30 〜 20:30

※曇天・雨天時はプラネタリウムを
  上映します

60分 中学生以下保護者同伴

塩でお絵描き
23日（土）・24日（日）
30日（土）・31日（日）

受付時間
①  9:30 〜 12:00
②13:30 〜 16:00

30分 小学2年生以下は保護者同伴

お団子がふっとんじゃった！
すっとびボールをつくろう

30日（土）・31日（日）
6月6日（土）・7日（日）

①10:30 〜　
②13:30 〜　
③15:30 〜

40分
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

教　室　名 開催日 時間 募集人員 しめきり 参加費

発酵食品・塩麹をつくろう
※応募の際、希望日時を第3希望まで明記してください。

5月17日（日）・19日（火）・
20日（水）

①10:30 〜 11:30
②14:30 〜 15:30

中学生〜大人
各回12人 5月9日(土) 500円

レベルアップ☆サイエンス〜炎の教室〜
めざせ！炎の達人！空き缶でコンロをつくろう
※応募の際、希望日時を第3希望まで明記してください。

5月23日（土）・24日（日） ①10:00 〜 12:00　
②14:00 〜 16:00

小学6年生〜中学3年生
各回8人

（小学生未満入室禁止）
５月11日(月) 無料

実　験

実　験

実　験

実　験

実　験

整理券

整理券

自由出入

自由出入

整理券

観　察

実　験
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〒699－0904
多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644

【休館日】火曜日風の子楽習館の催し（5月）

〒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（5月）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（5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）（5月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
エコ　トールペイント教室 8日（金） 9:30〜11:30 1,200円

しいたけ栽培教室
持ち帰りできます(3本/人） 10日（日） 9：30〜12:00 2,000円

エコ・ペーパークラフト教
室

11日（月）
25日（月） 13：30〜16：30 300円

リサイクル体操 毎週水曜日
13日・ 20日・27日 9:30〜10:30 150円

エココンロ作り教室 17日（日） 13:00〜16:00 7,000円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
第4回　こんにゃく作り
持ち帰りできます【定員:15名】 19日（火） 10:00〜13:00 1,000円

野の花教室 20日（水） 13:30〜15:30 1,900円

布ぞうり作り教室
【定員8名】 23日（土） 13:30〜16:30 500円

トイレ清掃
【主催：平田掃除に学ぶ会】
一畑薬師　飯塚管長の指導・講話

31日（日） 6:00〜9:00 無料

講座名 内　　　容 開催日 時間 対  象 募集人数 参加費

浜遊で畑を耕そう 野菜作りを学んで、収穫の楽しみを味わう。 7日（木） 13:30〜 一般 15名 実費

春の星座観察会 この季節に見られる星座を観察する。 8日（金） 20:00〜 一般・子ども 制限なし 無料

春の寄せ植え 母の日に寄せてやさしい寄せ植え作り。（鉢代は含まない） 9日（土）10:00 〜 一般 20名 1,500円

植物を観察しよう 虫こぶ（虫の刺激によって葉っぱが変形したもの）の中を
のぞいてみよう。 23日（土） 9:30〜 一般・子ども 20名 無料

環境にやさしい紙バンド手芸 クロス掛けのカゴを作ります。カゴを編んでから１本ひ
もでクロスに飾り掛けます。 30日（土） 9:00 〜 一般 20名 800円

自由に絵付け！オリジナル
のお皿作り 

筆で自由に、カラフルに絵付け体験！出来上がったお皿
はお家で使っていただけます。 31日（日）10:00 〜 一般・子ども 15名 500円

教　室　名 内　　　　容　　　【 所要時間（目安）・参加費 】 開催日 時　間

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、
200円）竹のスカイシャトル（30分、150円）竹の万華鏡（30分、250円）竹の
紙鉄砲（30分、150円）などその他にもたくさんの体験学習ができます。

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

◆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。

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

春の
手引ヶ丘公園祭り

5月の連休は家族で手引ヶ丘公園へ出かけよう！
ふだんできない特別バージョンの体験学習やフワ
フワドーム、的当てルーレット、スーパーボール
すくい、ミニＳＬ乗車体験などとっても楽しいイ
ベントが盛りだくさん！　　

3日（日・祝）
4日（月・祝）
5日（火・祝）

10:00〜16:00 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

地引網を
体験してみよう！

（団体申込のみ）

多伎の砂浜で昔ながらの地引網を体験しよう！
人と海の関わりを学ぼう！ 6月28日（日） 6:00〜10:30

団体は50名以内
（先着順）

小学生〜大人
（小学生は保護

者同伴）

団体申込期間
5月14日（木）〜
6月10日（水）

 ※一般の受付は
6月11日（木）から

小･中学生 
1,000円

大人 
1,200円

◆事前申込（電話で申し込み・先着順） ※受付時間 ： 10:00 ～17:30

教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 爽やかな季節！！楽しいリズムで、身体をリフレッシュ
してみませんか？

1日・15日
22日・29日（金） 10：00〜11：30 1,500円/月

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。

2日・9日・23日（土） 14：00〜15：30
無料

14日・28日（木） 19：00〜20：30

絵手紙教室 綺麗に咲いているお花達を、絵手紙に描いてみませんか？ 8日（金） 13:30〜15:30 600円（材料費別途）

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。
５月の花達でお部屋を飾りましょう。 16日（土） 14:00〜16:00 600円（材料費別途）
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