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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（6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（6月）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（6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）（6月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

リサイクル体操 毎週水曜日
3日・ 10日・17日・24日 9:30～10:30 150円

裂き織り体験【定員7名】 7日（日） 9:30～11:30 400円
笹巻き作り体験【定員20名】
持ち帰りできます 7日（日） 10:00～13:00 800円

エコ・ペーパークラフト教室 8日（月）
22日（月） 13：30～16：30 300円

エコ・トールペイント教室 12日（金） 9:30～11:30 1,200円
肥料用ぼかし作り【定員15名】
10Kg持ち帰りできます 13日（土） 13:30～15:30 1,300円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
ほたる観察会

【定員20名】 13日（土） 19:30～ 無料

芋塾
ペットボトルを活用した植付等 14日（日） 14:00～15:30 400円

野の花教室 17日（水） 13:30～15:30 1,900円

アース館周辺の自然観察
【共催】自然観察指導委員会 20日（土） 10:00～12:00 無料

布ぞうり作り教室
【定員8名】 27日（土） 13:30～16:30 500円

講座名 内　　　容 開催日 時間 対  象 募集人数 参加費
浜遊の自然を食べよう

（日本料理） 浜遊周辺で取れる食材を取り入れた調理教室 4日（木） 9:30～ 一般 15名 800円 

夏の草花をいけよう ハナショウブなど夏の花を観察し花器にいける 7日（日） 9:30～ 一般 15名 500円 

ハナショウブまつり 親水池で育てた600鉢のハナショウブのまつり 14日（日）10:00 ～ 一般・子ども  無制限 無料 

寄せ植えコンテスト 手軽に楽しく作品作って景品をゲット（鉢代を含む） 14日（日） 10:00～ 一般・子ども 20名 1,000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
夜遊び探検隊①

モリアオガエルの
産卵観察
(登録制)

雨の日の夜に、公園の池で産卵するモリアオガエ
ルを観察して生き物のふしぎにふれてみません
か。カエルの産卵状況等により日程を決定し前日
に連絡します。　　

6月上旬～中旬
雨の降る夜で
産卵が見れそ

うな日

20：00～23：30 
20名（先着順）
子供～大人

（子供は保護
者同伴）

～6月上旬まで
随時 100円

夜遊び探検隊②
多伎のホタルを
見に行こう！

ホタルの生態について集合場所で学習した後、き
れいな田儀川の川沿いを歩きながらゲンジボタル
を観察しよう。

13日（土） 20：00～21：30
50名（先着順）
子供～大人

（子供は保護
者同伴）

6月4日（木）～
6月10日（水） 300円

地引網を
体験してみよう！

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！ 28日（日） 6：00～10：30

100名（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）
 一般申込期間

6月11日（木）～
6月22日（月）

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 ※子供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ございます。

教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 体調を崩しやすい季節。フォークダンスで身体を楽し
く動かしましょう。

5日・12日
19日・26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。

6日・13日・27日（土） 14：00～15：30
無料

11日・25日（木） 19：00～20：30

絵手紙教室 6月の鮮やかな草花を絵手紙で描いて、誰かにお便りし
てみませんか？ 12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。
６月はブーケを作ります。 20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（6月）（6月）
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この他にも、応募教室「木工基礎教室　全3回」（6月24日・7月1日・8日　※締切6月14日）、「木工創作教室」（6月30日　※締切6月
18日）、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「動物の鳴き声をだすおもちゃをつくろう」（6月6日・7日・13日・14日）などがあります。
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】6月15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

宇宙へ挑め！～未知への挑戦～宇宙へ挑め！～未知への挑戦～
開催時間 9:30～17:30

（7月26日は16:30まで）

企画展 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

川口淳一郎氏講演会『「はやぶさ」の偉業と｢はやぶさ2｣』（7月20日（月･
祝）開催）を記念して企画展を開催します。
人類はなぜ宇宙を目指すのか？宇宙と地球の環境の違いや太陽系の惑星
との比較、今までに人類が挑んできた宇宙開発（ロケットや人工衛星、探
査機など）の歴史を紹介します。

6月13日（土）～7月26日（日）

©JAXA

©JAXA

©NASA

教　室　名 開催日 開催時間 所要時間 募集人員

お団子がふっとんじゃった！
すっとびボールをつくろう

5月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

マイマイテープカッターをつくろう
6月13日(土)、14日（日)
7月18日(土)、19日（日)

①10:30 ～　
②13:30 ～　
③15:30 ～

60分
各回先着16人

小学3年生以下は1人につき
保護者1人同伴

つくって飛ばそう！手作りロケット！
6月20日(土)・21日(日)・
27日(土)・28(日)

①10:30 ～　
②13:30 ～　
③15:30 ～

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

シャボン玉であそぼう
6月20日(土)・21日(日)・
27日(土)・28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

教　室　名 開催日 時間 募集人員 しめきり 参加費

宇宙探査機のひみつ
実験をしながら宇宙探査機のひみつを探ります。
※応募の際、希望日時を第３希望まで明記してください。

6月13日（土）・14日（日）
20日（土）・21日（日）

①10:00 ～ 11:30
②13:30 ～ 15:00

小学4年生～大人
各回12人 6月4日(木) 無料

カッティングボードをつくろう
ヒノキの板を手のこや電動糸鋸盤を使って、好きな
形に切り抜いてつくります。
※応募の際、希望日時を第３希望まで明記してください。

6月23日(火)・28日(日) ①10:00 ～ 12:00　
②14:00 ～ 16:00

小学生～大人
10組

（1組3名まで）
6月14日(日) 700円

木　工

実　験

木　工

実　験

整理券

自由出入

整理券

整理券

実　験

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（6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（6月）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（6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）（6月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

リサイクル体操 毎週水曜日
3日・ 10日・17日・24日 9:30～10:30 150円

裂き織り体験【定員7名】 7日（日） 9:30～11:30 400円
笹巻き作り体験【定員20名】
持ち帰りできます 7日（日） 10:00～13:00 800円

エコ・ペーパークラフト教室 8日（月）
22日（月） 13：30～16：30 300円

エコ・トールペイント教室 12日（金） 9:30～11:30 1,200円
肥料用ぼかし作り【定員15名】
10Kg持ち帰りできます 13日（土） 13:30～15:30 1,300円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
ほたる観察会
【定員20名】 13日（土） 19:30～ 無料

芋塾
ペットボトルを活用した植付等 14日（日） 14:00～15:30 400円

野の花教室 17日（水） 13:30～15:30 1,900円

アース館周辺の自然観察
【共催】自然観察指導委員会 20日（土） 10:00～12:00 無料

布ぞうり作り教室
【定員8名】 27日（土） 13:30～16:30 500円

講座名 内　　　容 開催日 時間 対  象 募集人数 参加費
浜遊の自然を食べよう
（日本料理） 浜遊周辺で取れる食材を取り入れた調理教室 4日（木） 9:30～ 一般 15名 800円 

夏の草花をいけよう ハナショウブなど夏の花を観察し花器にいける 7日（日） 9:30～ 一般 15名 500円 

ハナショウブまつり 親水池で育てた600鉢のハナショウブのまつり 14日（日）10:00 ～ 一般・子ども  無制限 無料 

寄せ植えコンテスト 手軽に楽しく作品作って景品をゲット（鉢代を含む） 14日（日） 10:00～ 一般・子ども 20名 1,000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
夜遊び探検隊①
モリアオガエルの

産卵観察
(登録制)

雨の日の夜に、公園の池で産卵するモリアオガエ
ルを観察して生き物のふしぎにふれてみません
か。カエルの産卵状況等により日程を決定し前日
に連絡します。　　

6月上旬～中旬
雨の降る夜で
産卵が見れそ
うな日

20：00～23：30 
20名（先着順）
子ども～大人
（子どもは保
護者同伴）

～6月上旬まで
随時 100円

夜遊び探検隊②
多伎のホタルを
見に行こう！

ホタルの生態について集合場所で学習した後、き
れいな田儀川の川沿いを歩きながらゲンジボタル
を観察しよう。

13日（土） 20：00～21：30
50名（先着順）
子ども～大人
（子どもは保
護者同伴）

6月4日（木）～
6月10日（水） 300円

地引網を
体験してみよう！

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！ 28日（日） 6：00～10：30

100名（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）
 一般申込期間
6月11日（木）～
6月22日（月）

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※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ございます。

教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 体調を崩しやすい季節。フォークダンスで身体を楽し
く動かしましょう。

5日・12日
19日・26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。

6日・13日・27日（土） 14：00～15：30
無料

11日・25日（木） 19：00～20：30

絵手紙教室 6月の鮮やかな草花を絵手紙で描いて、誰かにお便りし
てみませんか？ 12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。
６月はブーケを作ります。 20日（土） 14:00～16:00 600円（材料費別途）
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平成27年度
受講者
募集中! 出雲市生涯学習講座

申
し
込
み・お
た
ず
ね

■◆■次回の募集■◆■
広報いずも８月号（予定）

申し込み・おたずね/市民活動支援課
☎21-6528  FAX 21-6299
メール：gakushu@city.izumo.shimane.jp

出雲は言わずと知れた神話の国。でも実はあまり詳しくは知らないという方
も多いのでは？そこで、知っているようで意外と知らない神話についての初心
者向け講座と出雲に住んでいると当たり前過ぎて、その魅力を見落としがちな
出雲文化のキホンを学べる講座を開催します。受講すれば、きっと今まで以上
に「出雲ってすごい！」と思える出雲自慢が見つかります。

学びは豊かな人生の第一歩!!あなたの好奇心を応援します☆たくさんの皆さんのご参加をお待ちしております。

出雲國講座
～出雲を楽しむミニ講座シリーズ～

夏休みの思い出に♪夏休みの工作に♪身近な材料を使って簡単に
できるオリジナル「エコキャンドル」を親子で作ってみませんか？
家庭でお料理に使ったてんぷら油をキャンドルにリサイクルします！

６月22日（月）～7月7日（火）は身近な明かりを消して地球温暖化につ
いて考える「ライトダウンキャンペーン」が全国で行われます。
今年の夏は手作りキャンドルを灯して、未来の地球のこと、自分たちの
暮らしのこと、家族で考えてみてはいかがでしょうか☆
※8月29日（土）には大社神門通りでキャンドルナイトも開催されます。

【開催日】 7月25日（土）10:00～12:00
【会　場】 出雲科学館　  　
【定　員】 小学生2４名　※保護者同伴。
【講　師】 NPO法人かえる倶楽部
【受講料】 100円　※保護者は無料です。

応 募 方 法 ： 電話、ファクス、電子メールのいずれか　※電子メールの件名は「出雲市生涯学習講座申込」としてください。
必 要 事 項 ： １.講座名　２.郵便番号　３.住所　４.氏名（ふりがな）　５.年齢　６.電話番号（お持ちの方は携帯番号も）
　　　　　　　 ※以下7～9は託児希望者のみ。「出雲國講座３」「出雲國講座４　第2回・第3回」「親子教室」は託児がありません。
　　　　　　７.託児の希望（無料）　８.お子さまの氏名（ふりがな）　９.お子さまの年齢（月齢）　
応 募 締 切 ： 6月11日（木）　「親子教室」は6月25日（木）
　　　　　　　 ※定員に達しない場合は延長し、定員になりしだい締め切ります。
決 定 通 知 ： 締め切り後1週間以内に郵送します。※定員を超えた場合は抽選になります。　
そ の 他 ： 申し込みが5名に満たない場合は講座を中止する場合があります。

親子教室 夏休みの宿題応援！
カラフル♪エコキャンドル作り

こちらも
要チェック

出雲國講座１

定員：70名　受講料：100円

託児
あり

出雲國講座開講記念講演
出雲の国はどんな国？

出雲國講座4

定員：各70名　受講料：300円

出雲文化キホン編
～出雲の魅力をより深く～

全3回

出雲國講座3

定員：35名　受講料：600円

出雲神話バスツアー

出雲國講座2

定員：各70名　受講料：500円
テキスト※代：864円

託児
あり 出雲神話キホン編
～ちょっと丁寧に
最初から最後まで読んでみる～

※第2回～5回共通テキストとして講
談社『古事記（上）』(全訳注/次田真
幸)を使用します。ご持参の方はテ
キスト代は不要です。

全5回

出雲弥生の森博物館情報

荒神谷博物館情報

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）

2015.5.20 広報いずも 282015.5.20広報いずも29

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♪

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

６月13日（土）14：00～16：00　
【講師】宍道年弘・石原聡（市文化財課）

～8月24日（月）日（月）

よすみちゃん

～7月20日（月）6月3日（水）

6月6日（土）～6月28日（日）

「北光寺古墳と出雲平野
       　  の前方後円墳」

「北光寺古墳と出雲平野
       　  の前方後円墳」

トールペインティング作品展トールペインティング作品展

古代ハス古代ハス

観蓮朝粥会観蓮朝粥会

「北光寺古墳「北光寺古墳「北光寺古墳「北光寺古墳「北光寺古墳「北光寺古墳「北光寺古墳「北光寺古墳「北光寺古墳「北光寺古墳
ギャラリー展

■ 定例講演会 第118回
６月20日（土） 13：30～15：00
演題：『鳥取県青谷平野の自然環境』

河合章行氏：師講 （鳥取県教育文化財団）
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～

６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

祝・荒神谷博物館開館
プレオープン10周年記念企画

ホール展示

荒神谷博物館

出雲弥生の森博物館職員リレー講座

「鰐淵寺の文化財
　  ～寺宝と発掘調査成果～」

※事前に電話・ファクス・メールなどで申し込みください。

「浮浪山鰐淵寺の歴史と調査」

◆内　容：

◆場　所：2階　◆観覧料：無料

◆場　所：たいけん学習室
◆受講料：300円　◆定　員：80名

参加費参加費参加費参加費：：300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付300円　古代米のおかゆ、漬物、ハス茶付
定　員定　員定　員：：30名　要電話予約30名　要電話予約30名　要電話予約30名　要電話予約30名　要電話予約30名　要電話予約30名　要電話予約30名　要電話予約30名　要電話予約

市内在住のトールペイント作家古川和
美さんによる、草花をデザインした
ウェルカムボード等の作品を約30点展
示します。荒神谷博物館前の古代ハス池では6月下旬荒神谷博物館前の古代ハス池では6月下旬

から7月中旬にかけて5千株5万本の古代から7月中旬にかけて5千株5万本の古代
ハス（大賀ハス）が咲きます。
ハスは午後になると花弁を閉じてしまいハスは午後になると花弁を閉じてしまい
ますので午前中の観賞がお薦めです。

示します。

「北光寺古墳」見学会を開催します。「北光寺古墳」見学会を開催します。
6月6日（土） 9：00～12：00
◆集合・解散：出雲弥生の森博物館（バス移動します）
◆参加費：無料
◆申込み：6月 5日（金）17：00まで
※往復40分山道を歩きます。※詳しくは博物館HPをご覧ください。

6月24日（水）
【プレオープンの日】朝7時～

上記企画の詳細はホームページ又はチラシ等でご案内します。上記企画の詳細はホームページ又はチラシ等でご案内します。

第4回携帯で撮る古代ハスフォトコンテスト　今年も開催します！第4回携帯で撮る古代ハスフォトコンテスト　今年も開催します！

「鰐淵寺の文化財「鰐淵寺の文化財「鰐淵寺の文化財「鰐淵寺の文化財「鰐淵寺の文化財
速報展 開催中

◆内 容：平成22年か平成22年か
ら市が行った発掘調査のら市が行った発掘調査の
成果を出土品や写真パネ成果を出土品や写真パネ
ルで一堂に展示します。
山陰随一の古刹鰐淵寺の山陰随一の古刹鰐淵寺の
魅力をお伝えします。
◆観覧料：無料

5世紀の出雲平野西部を代表する北光寺古
墳（東神西町・知井宮町）は、市内で2番目に
大きな前方後円墳で、1月に市指定文化財
となりました。この古墳の謎に迫ります。

出土した陶磁器出土した陶磁器


