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出雲科学館の催し（5月）（5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】5月2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）、30日（月）

この他にも、応募教室「木工創作教室・初級編」（29日（日）※締切5月19日㈭）、「木工創作教室」（31日（火）※締切5月19日㈭）、
ボランティアさんのわくわくかがくひろば「風見こいのぼり」（14日（土）・15日（日）・21日（土）・22日（日））などがあります。

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

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

イベント 参加費無料

ＧＷは科学館の祭（サイ）エンスフェスティバルへ行こう！
毎日6種類のものづくりブース、体験コーナーを用意してまってるよ！

5月3日（火・祝）
～5日（木・祝）

絵を書いたプラスチッ
クの板を温めるとキー
ホルダーのできあが
り！とっても簡単な
キーホルダーを作りま
しょう。（所要時間20分）

プラ板で
キーホルダーをつくろう
プラ板で
キーホルダーをつくろう
プラ板で
キーホルダーをつくろう
プラ板で
キーホルダーをつくろう

立体映画（３Ｄ）立体映画（３Ｄ）立体映画（３Ｄ）立体映画（３Ｄ）

ものづくり 自由出入

糸のこで木を切って自分だけの
木のマグネットをつくろう
受付時間
① 9:30～11:30
②13:00～16:00

木のマグネットを
つくろう
木のマグネットを
つくろう
木のマグネットを
つくろう
木のマグネットを
つくろう 空気の力でスイス

イ動くホバークラ
フトを作ってあそ
ぼう！（所要時間
30分）

手作り展示装置で
自由にあそぼう！
科学館講師の解説
時間もあるよ。

　　　ビニール袋で
ホバークラフトをつくろう
　　　ビニール袋で
ホバークラフトをつくろう
　　　ビニール袋で
ホバークラフトをつくろう
　　　ビニール袋で
ホバークラフトをつくろう

受付時間 ①9:30～12:30 ②14:00～16:00　　小学生未満は保護者同伴　

解説時間
①9:30～11:30　②13:00～16:00

9:30～17:30 ①10:50～　②12:40～
③14:00～　④15:30～
※時間は変更になることもあります

プラネタリウムプラネタリウムプラネタリウムプラネタリウム
①11:20～　②13:20～
③14:30～　④16:10～
※時間は変更になることもあります

体験コーナー

展示ひろばで遊ぼう展示ひろばで遊ぼう展示ひろばで遊ぼう展示ひろばで遊ぼう

木工

（所要時間
　20分）

小学生未満保護者同伴

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

プラ板でキーホルダーを
つくろう ＧＷ祭エンスフェスティ

バルで開催した教室を
もう一度！

7日（土）・8日（日）
【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

ビニール袋でホバークラフトを
つくろう

7日（土）・8日（日）
【受付時間】
① 9:30〜12:00
②13:30〜16:00

30分 小学生未満保護者同伴

天体観望会
〜春の星座・月・木星〜

春の夜空に輝く、たくさんの星や
月・惑星を観察しましょう。
※曇天・雨天時はプラネタリウム
を上映します。

14日（土）
19:30〜 20:30
（解説19:30〜
19:45）

中学生以下保護者同伴

のりで実験　でんぷんのりを
つくってみよう

実験をしながらのりにひそむ科
学をみつけ、でんぷんのりをつ
くってみましょう。

14日（土）、15日（日）
①10:30〜
②13:30〜
③15:30〜

40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

塩で実験！
〜バウンドボールをつくろう〜

実験をしながら、ポンポンはねる
バウンドボールを作ります。

21日（土）、22日（日）
28日（土）、29日（日）

①10:30〜　
②13:30〜　
③15:30〜

40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

水の力で絵を描こう
〜マーブリングに挑戦〜

水と絵の具できれいなマーブル
模様を描いてみましょう。

28日（土）、29日（日）
6月4日（土）、5日（日）

【受付時間】
① 9:30〜12:00
②13:30〜16:00

20分 小学2年生以下は3人までに
つき保護者1人同伴

観　察 自由出入

実　験 整理券

ものづくり 自由出入

実　験 自由出入

ものづくり 自由出入

実　験 整理券
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荒神谷博物館情報

出雲弥生の森博物館情報

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（祝日の場合は翌平日）
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「出雲王 登場 
－とことん解剖 西谷３号墓－」

「西谷古墓と長者原廃寺」

開催中～5月9日（月）

開催中～6月6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♪

「出雲王 登場 「出雲王 登場 「出雲王 登場 「出雲王 登場 「出雲王 登場 「出雲王 登場 「出雲王 登場 
特 別 展

「西谷古墓と長者原廃寺」「西谷古墓と長者原廃寺」「西谷古墓と長者原廃寺」「西谷古墓と長者原廃寺」「西谷古墓と長者原廃寺」「西谷古墓と長者原廃寺」「西谷古墓と長者原廃寺」「西谷古墓と長者原廃寺」
ギャラリー展

王墓をとことん解剖し、出雲王の実像に迫ります。
観覧料　大人500円・高校生以下無料（20名以上の団体は400円）

展示を見ながら学芸員が解説します。ギャラリートーク

観覧
無料

〒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129回
5月21日（土） 13：30～15：00
演題：『韓国青銅器時代の青銅器』
講師：平郡達哉氏（島根大学法学部）
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～

5月22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

よすみちゃん

出雲市内の横穴墓群　その1
「県内最大規模を誇る
　　上塩冶横穴墓群」

出雲市内の横穴墓群　その1
「県内最大規模を誇る
　　上塩冶横穴墓群」

「上塩冶横穴墓群の
　　　　発掘調査成果」

「上塩冶横穴墓群の
　　　　発掘調査成果」

5月28日（土） 14:00～16:00

4月27日（水）～7月25日（月）

5月7日（土） 14:00～

古代こどもまつり古代こどもまつり

宝探し謎解きクイズ
ラリーや、創作体験
（勾玉、プラバン、木
の実細工、カンバッ
ジなど）

5月5日（木・こどもの日） 
10：00～16：00   

『島根発！石州和紙のファーストステップシューズ
「神の国から」紙のくつ展示会』
『島根発！石州和紙のファーストステップシューズ
「神の国から」紙のくつ展示会』
島根が誇る伝統的工芸品、石州和紙で作った赤ちゃん誕生1年
目のお祝いに贈るファーストステップシューズなどをご紹介。

開催中～5月9日（月） 

出雲弥生の森博物館 職員リレー講座速 報 展

荒神谷博物館×島根県文化振興財団写真文化事業室連携事業

『並河萬里写真展｢日本回廊｣
～シルクロードの旅人が見た日本～』
前期：開催中～5月16日（月）
後期：5月18日（水）～7月4日（月）
シルクロードを長く旅した並河萬里氏が日本を改めて見つめ、
語り継ぐものは何か、をテーマにセレクトした作品を展示。

【講 師】須賀照隆（市文化財課）

上塩冶町に所在する県内最大規模の横穴墓群。
この発掘調査の最新成果を、出土遺物と写真
パネルで紹介します。

【講師】坂本豊治（市文化財課）

◆受講料：300円　◆定員：80名　　　　　　　
※事前に電話、FAX、博物館ホームページでお申込みください。

ホール展示

「猫と雑草』「猫と雑草』

山陰を中心に草むらを撮る写真家伊藤昭
一氏と猫を愛する宮廻あや氏の写真展

5月13日（金）～
5月29日（日） 

「猫と雑草』「猫と雑草』「猫と雑草』「猫と雑草』「猫と雑草』「猫と雑草』「猫と雑草』
ホール展示
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出雲科学館の催し（5月）（5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】5月2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）、30日（月）

この他にも、応募教室「木工創作教室・初級編」（29日（日）※締切5月19日㈭）、「木工創作教室」（31日（火）※締切5月19日㈭）、
ボランティアさんのわくわくかがくひろば「風見こいのぼり」（14日（土）・15日（日）・21日（土）・22日（日））などがあります。

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

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

イベント 参加費無料

ＧＷは科学館の祭（サイ）エンスフェスティバルへ行こう！
毎日6種類のものづくりブース、体験コーナーを用意してまってるよ！

5月3日（火・祝）
～5日（木・祝）

絵を書いたプラスチッ
クの板を温めるとキー
ホルダーのできあが
り！とっても簡単な
キーホルダーを作りま
しょう。（所要時間20分）

プラ板で
キーホルダーをつくろう
プラ板で
キーホルダーをつくろう
プラ板で
キーホルダーをつくろう
プラ板で
キーホルダーをつくろう

立体映画（３Ｄ）立体映画（３Ｄ）立体映画（３Ｄ）立体映画（３Ｄ）

ものづくり 自由出入

糸のこで木を切って自分だけの
木のマグネットをつくろう
受付時間
① 9:30～11:30
②13:00～16:00

木のマグネットを
つくろう
木のマグネットを
つくろう
木のマグネットを
つくろう
木のマグネットを
つくろう 空気の力でスイス

イ動くホバークラ
フトを作ってあそ
ぼう！（所要時間
30分）

手作り展示装置で
自由にあそぼう！
科学館講師の解説
時間もあるよ。

　　　ビニール袋で
ホバークラフトをつくろう
　　　ビニール袋で
ホバークラフトをつくろう
　　　ビニール袋で
ホバークラフトをつくろう
　　　ビニール袋で
ホバークラフトをつくろう

受付時間 ①9:30～12:30 ②14:00～16:00　　小学生未満は保護者同伴　

解説時間
①9:30～11:30　②13:00～16:00

9:30～17:30 ①10:50～　②12:40～
③14:00～　④15:30～
※時間は変更になることもあります

プラネタリウムプラネタリウムプラネタリウムプラネタリウム
①11:20～　②13:20～
③14:30～　④16:10～
※時間は変更になることもあります

体験コーナー

展示ひろばで遊ぼう展示ひろばで遊ぼう展示ひろばで遊ぼう展示ひろばで遊ぼう

木工

（所要時間
　20分）

小学生未満保護者同伴
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教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

プラ板でキーホルダーを
つくろう ＧＷ祭エンスフェスティ

バルで開催した教室を
もう一度！

7日（土）・8日（日）
【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

ビニール袋でホバークラフトを
つくろう

7日（土）・8日（日）
【受付時間】
① 9:30〜12:00
②13:30〜16:00

30分 小学生未満保護者同伴

天体観望会
〜春の星座・月・木星〜

春の夜空に輝く、たくさんの星や
月・惑星を観察しましょう。
※曇天・雨天時はプラネタリウム
を上映します。

14日（土）
19:30〜 20:30
（解説19:30〜
19:45）

中学生以下保護者同伴

のりで実験　でんぷんのりを
つくってみよう

実験をしながらのりにひそむ科
学をみつけ、でんぷんのりをつ
くってみましょう。

14日（土）、15日（日）
①10:30〜
②13:30〜
③15:30〜

40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

塩で実験！
〜バウンドボールをつくろう〜

実験をしながら、ポンポンはねる
バウンドボールを作ります。

21日（土）、22日（日）
28日（土）、29日（日）

①10:30〜　
②13:30〜　
③15:30〜

40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

水の力で絵を描こう
〜マーブリングに挑戦〜

水と絵の具できれいなマーブル
模様を描いてみましょう。

28日（土）、29日（日）
6月4日（土）、5日（日）

【受付時間】
① 9:30〜12:00
②13:30〜16:00

20分 小学2年生以下は3人までに
つき保護者1人同伴

観　察 自由出入

実　験 整理券

ものづくり 自由出入

実　験 自由出入

ものづくり 自由出入

実　験 整理券

広報いずも206p25.indd   25 2016/04/04   17:14


