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出雲科学館の催し（3月）（3月）
 
〒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】3月7日（月）、14日（月）、22日（火）
　　　　※春休み期間中は毎日開館

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。

この他にも、応募教室「木工創作教室」（23日（水）※締切3月13日㈰）、「木工創作教室・初級編」（24日（木）※締切3月13日㈰）、
ボランティアさんのわくわくかがくひろば「びゅんびゅんごま」（5日（土）・6日（日）・12日（土）・13日（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。

応募方法なるほど！教室

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

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）　

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

遊びが芽を出す
おもちゃのパフォーマンス
遊びが芽を出す
おもちゃのパフォーマンス
遊びが芽を出す
おもちゃのパフォーマンス
遊びが芽を出す
おもちゃのパフォーマンス
3月27日（日） ①10:30～11:30 ②13:00～14:00 ③15:00～16:00

イベント 応募企画展 参加無料 参加無料

おもちゃのあそび方はひとつではありません。いろいろなあそび方
のパフォーマンスをみなさんいっしょに楽しみましょう!!
◆演示者：岡田哲也さん【東京おもちゃ美術館 ディレクター】
◆募集人数：各回50人（小学生未満保護者同伴）
◆応募締切：3月18日（金）
◆応募方法：「なるほど！教室」と同じ方法で応募ください。
　ただし、定員に満たない場合は当日先着順で受付けます。
※応募の際、希望時間を第3希望まで明記してください。

さわって発見！
テーブルサイエンス   
さわって発見！
テーブルサイエンス   
さわって発見！
テーブルサイエンス   
さわって発見！
テーブルサイエンス   
3月26日（土）～4月10日（日） 9:30～17:30
出雲科学館職員による手作り
展示装置・テーブルサイエン
スが大集合！
さわって調べて、科学の不思
議を発見しよう！
あなたはどんな不思議と出会
えるかな？

大人の方も
参加できます！

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

ブーメランに挑戦！
身近なものでブーメランを作り
ます。
自分の所まで帰ってくるように、
ブーメランに挑戦してみよう !

5日（土）・6日（日）
12日（土）・13日（日）

①10:30～
②13:30～
③15:30～

60分
各回先着20人

小学3年生以下は3人までに
つき保護者1人同伴

たたくと響く木の箱
スリットドラムをつくろう

世界各地で民族楽器として親し
まれているスリットドラムを作
ります。

19日（土）・20日（日）
①10:15～　
②13:15～　
③15:30～

80分
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

さがせ！チリメンモンスター
ちりめんじゃこの中に隠れてい
るチリメンモンスターを見つけ
よう！

19日（土）～21日（月・休）
26日（土）・27日（日）

【受付時間】
① 9:30～12:00
②13:30～16:00

20分 小学2年生以下保護者同伴

♡や★やいろんなかたち！
かわいい木の小物をつくろう

木の板を電動糸のこ盤を使って
好きな形に切り、かわいいスト
ラップやマグネットなどを作り
ます。

21日（月・休）・26日（土）
【受付時間】
① 9:30～12:00
②13:30～16:00

40分 小学3年生以下は
1人につき保護者1人同伴

１秒ではずせる！
木のパズルをつくろう

普通にはずそうとしても、なかな
かはずれない木のパズルを作り
ます。科学の力で１秒ではずし
てみよう！

27日（日） ①10:30～
②15:30～ 50分

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

色がわりゴマをつくろう
回すと色が変わる、色がわりゴマ
をつくります。自分で好きな色
のコマを作りましょう！

28日（月）～4月2日（土）
【受付時間】
① 9:30～12:00
②13:30～16:00

20分
小学生未満保護者同伴

※平成28年3月31日時点で
小学生未満の人

くるくる回る
回転凧をつくろう

くるくる回転することで上がる
回転凧を作ります。

28日（月）～31日（木）
4月2日（土）・3日（日）

①10:30～
②13:30～
③15:30～

60分

各回先着24人
小学3年生以下は2人までに

つき保護者1人同伴
※平成28年3月31日時点で

小学3年生以下の人

木　工 整理券

ものづくり 整理券

教　室　名 内容 開催日 開催時間 募集人数・対象 応募しめきり 参加費

星空観察を楽しもう
～冬の星座・月・木星～
※応募の際、希望日時を第2希望まで明記し

てください。

季節の星座を探したり、
望遠鏡で月や木星の観察
を行います。

18日（金）
19日（土）

18:30～20:00
※曇天時19:30まで

各回10組
中学生以下保護者同伴
※小学生未満入室禁止

3月11日（金） 無料

染物に挑戦！
身近なもので染めてみよう
※応募の際、希望時間を第3希望まで明記し

てください。

染色の実験をしながら、
玉ねぎの皮やお茶の葉な
ど、身近な物を使ってハ
ンカチを染めます。

24日（木）
①10:00～11:30
②13:30～15:00
③19:00～20:30

各回10人
高校生以上

※小学生未満入室禁止
3月14日（月） 300円

電子工作教室
ラジオづくり
※応募の際、希望日時を第3希望まで明記し

てください。

ラジオの仕組みを学びなが
ら、電子工作に挑戦！コン
デンサやイヤホンなどの部
品をはんだ付けしてラジオ
を作ります。

26日（土）
27日（日）

①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回8人
小学4年生以上 3月13日（日） 500円

観　察

ものづくり

ものづくり

観　察 自由出入

木　工 自由出入

木　工 整理券

ものづくり 自由出入

ものづくり 整理券
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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
yayoi@city.izumo.shimane.jp
http://www.city.izumo.shimane.jp/yayoinomori
yayoi@city.izumo.shimane.jp
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（祝日の場合は翌平日）

出雲弥生の森博物館情報
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3月5日（土）～5月9日（月）

最新情報は
ホームページ内の

ブログや
　Facebookを

ご覧ください♪

3 5 5 9
開館５周年記念特別展

◆観覧料：大人500円・高校生以下無料観覧料：大人500円・高校生以下無料
  （20名以上の団体は400円）
◆休館日：毎週火曜日
 　  （５/３（火・祝）は開館・５/６（金）は休館）
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◆講師：坂本 豊治（当館学芸員）

3月6日（日） 14：00～15：00

ギャラリートーク

◆ところ： 荒神谷史跡公園全域、
 博物館内
◆内　容： 散策マップ配布、苗木販売、クイズラリー、

抽選会、お茶席など

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

開館時間  9時～17時（入館は16時30分まで） 休館日  展示室のみ毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）

■ 定例講演会 第127回
3月19日（土） 13：30～15：00
演題演題演 ：『いつまでも戦後でありたい～戦争遺跡・遺物からみた出雲市民と戦争』
講師：花谷 浩（出雲市市民文化部学芸調整官）
資料代：300円　申込不要

■ ゼミ形式  「風土記談義」
～肥前国風土記編～

3月20日（日） 10：00～12:00
講師：平野 芳英・杉岡 直子
受講料：300円　申込不要

荒神谷博物館

ミュージアムショップ通信

ホール展示

写真パネル展

今にも泳ぎだしそうな【魚】
をテーマにした木彫レリー
フを約20点、さらに特別に
銅剣や銅矛を精巧に模した
作品も展示します。

◆開催中～
     3月13日（日）  

◆3月15日（火）
　　　　～30日（水）  

「木彫彩色レリーフ作品展」「木彫彩色レリーフ作品展」

「出雲の
　　石神さま３」

「出雲の
　　石神さま３」

平成27年度荒神谷博物館企画展

『三田谷Ⅰ遺跡の縄文から奈良時代
 ～斐伊川放水路から見えた古代生活～』

　斐伊川放水路建設に伴い発掘調査された三田谷Ⅰ遺
跡（上塩冶町）を中心に私たちの先祖の生活に迫ります。

担当学芸員が展示内容をわかりやすく
解説します。

「鰐淵寺の文化財
   －修験の聖地の神仏習合－」

「鰐淵寺の文化財
   －修験の聖地の神仏習合－」
3月12日（土） 14:00～16:00

3月5日（土） 14:00～

◆講師：的野 克之　氏
　　（島根県立古代出雲歴史博物館学芸部長）
◆受講料：300円　◆定員：80名
◆申込方法：電話・ファクス・ホームページから

出雲市文化財保護審議会委員講座出雲市文化財保護審議会委員講座
－美術史のプロが解説します！－

特別展関連講演会　<受講無料・要申込>

「西谷墳墓群の
   ガラス製品と古代出雲」

◆講師：小寺 智津子　氏（日本学術振興会特別研究員）　（日本学術振興会特別研究員）　

3月21日（月・休） 14:00～
「吉備と出雲の王墓」
◆講師：春成 秀爾　氏（国立歴史民俗博物館名誉教授）　

よすみちゃん

『荒神谷椿の森まつり』『荒神谷椿の森まつり』
◆3月26日（土）・27日（日）
　　　　　　　10：00～16：00  

開催中～4月4日（月）（会期延長します）

観覧無料
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3月14日（月） 300円

電子工作教室
ラジオづくり
※応募の際、希望日時を第3希望まで明記し

てください。

ラジオの仕組みを学びなが
ら、電子工作に挑戦！コン
デンサやイヤホンなどの部
品をはんだ付けしてラジオ
を作ります。

26日（土）
27日（日）

①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回8人
小学4年生以上 3月13日（日） 500円

観　察

ものづくり

ものづくり

観　察 自由出入

木　工 自由出入

木　工 整理券

ものづくり 自由出入

ものづくり 整理券
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