
荒神谷博物館情報

出雲弥生の森博物館情報

  

〒693-0011 大津町2760 

■定例講演会 第131回
7月16日(土) 13：30～15：00
演題：『破砕鏡の話』
講師：岩本 崇 氏(島根大学法文学部准教授)
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～
7月17日(日) １０：００～１２：００
講師：平野 芳英・杉岡 直子
資料代：300円 申込不要

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♪

観覧無料

観覧無料

出雲弥生の森博物館 ☎25-1841　FAX 21-6617
http://www.city.izumo.shimane.jp/yayoinomori
yayoi@city.izumo.shimane.jp

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）　

〒699-0503　斐川町神庭873-8
☎72－9044　FAX 72－7695
http://www.kojindani.jp

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）
※展示替えによる休室日：7月 5日（火）～8日（金）（ホール、ショップは開いています）

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

企画展
出雲の武将 塩冶判官高貞

-その実像と虚像-

『フォト雲州写真展』

魏志倭人伝シリーズⅢ
『伊都国～大鏡と女王のクニ～』
特別展

ホール展示

7月30日（土）～
     9月26日（月）

開催中～7月18日（月・祝）

7月9日（土）～
　　8月29日（月）

塩冶高貞は出雲で生まれ
育った南北朝時代の武将
です。
 「太平記」では、高貞の
活躍とともに、謀反の疑
いをかけられ自害した最
期が語られています。
今回の展示は、さまざま
な観点から高貞とその一
族に注目します。

ギャラリー展　
「文化財保護のお仕事～仏像編～」
好評開催中～10月3日（月）

古代山陰道を訪ねて
7月2日（土）14：00～16：00

※事前に電話、FAX、博物館ホームページでお申込みください。

「魏志倭人伝シリーズ」第３弾。「邪馬台国」の外交窓口として特別な存在であった「伊都国」を紹介します。
現在の福岡県糸島市を中心にあったとされる「伊都国」には、国内最大の大鏡を持つ女王が存在した
といいます。さらに近年の発掘調査により、出雲産石材を使った玉作工房が発見され、出雲と伊都国
の関係も見えてきました。
今回は、王墓出現以前から弥生時代を通して、「伊都国」成立にスポットを当てます。そこにはどんな
クニがあったのか!! 出土遺物から「伊都国」の全貌に迫ります。

日本一大きな銅鏡（国宝）
（伊都国歴史博物館提供）

荒神谷ハスまつり

7月2日（土）・3日（日）7月2日（土）・3日（日）
古代ハスの見頃は6月下旬から7月上旬
です。午後には花びらを閉じますので、
午前中の見学をおすすめします。

出雲市内の写真愛好家による写真展。
それぞれの個性あふれる力作をお楽し
みください。

【講師】 宍道年弘・江角 健（市文化財課）
【場所】 たいけん学習室　◆受講料３００円

よすみちゃん

第1弾

「杉沢遺跡発見の古代山陰道と郡家」
講座を聞く

7月3日（日）

※山道等を約２km
歩きますので、
長靴・飲料水等を
ご用意ください。

杉沢遺跡

▲

現存する切通し
（西から）

▲塩冶高貞の供養塔

◆集合場所　アクティーひかわ（斐川町上直江）
◆申込不要・参加費無料

第2弾
「杉沢遺跡古代山陰道の現地説明会」

遺跡を歩く 1回目  9:30
2回目10:00

※雨天時は中止
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出雲科学館の催し（7月）（7月）

イベント

科学にちなんだブースをたくさん用
意しています！自由に回って科学の不
思議や楽しさを思いきり体験しよう！

参加無料 イベント

第１弾

おもしろい実験に感動！いろんな科学でビックリ！
全国からやってきた達人たちの熱い実験ショーをお楽しみください！

中学生サイエンスパフォーマーのはるちゃんがパパや弟のかんたと相
方をかえながら、身近なものを使って、空気砲実験、浮球実験、永遠に
飛び続けるかもしれない紙飛行機などの実験ショーをします。

参加無料

企画展 参加無料

科学の祭典2016科学の祭典2016科学の祭典2016科学の祭典2016

7月30日（土）・31日（日）9：30～16：00

第2～4弾は8月開催です。

主催：科学の縁結び
　　  ネットワーク

主催：科学の縁結びネットワーク・科学の縁結び祭り実行委員会

7月1日（金）～18日（月・祝）

おもしろ！ビックリ！
サイエンスショー
おもしろ！ビックリ！
サイエンスショー
おもしろ！ビックリ！
サイエンスショー
おもしろ！ビックリ！
サイエンスショー

はるちゃんの空気で
じっけんあれこれ
はるちゃんの空気で
じっけんあれこれ
はるちゃんの空気で
じっけんあれこれ
はるちゃんの空気で
じっけんあれこれ

7月23日（土）・24日（日）

①11:20～11:40
　（はるとかんた編）
②13:30～14:10
　（パパとはる編）
③15:00～15:20
　（はるとかんた編）
講師：福岡はる・福岡かんた・福岡亮治（大阪成蹊大学）

「科学の縁結び祭り」「科学の縁結び祭り」「科学の縁結び祭り」「科学の縁結び祭り」

星空ウォーク星空ウォーク星空ウォーク星空ウォーク－遠くをのぞくと
　昔がわかる!?－
－遠くをのぞくと
　昔がわかる!?－
－遠くをのぞくと
　昔がわかる!?－
－遠くをのぞくと
　昔がわかる!?－

私たちの頭上に広がる広大な星空。星座の中を散歩す
るように、星空（宇宙）の広がりを体験してみましょう。

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

整理券観　察

プラネタリウムで星空散歩
あまり聞くことのないマニアッ
クな星座や、それぞれの星座に
関する神話を紹介します。

2日（土）・3日（日）
①10:10～
②11:10～
③13:40～
④14:40～

30分
各回先着40人

（同伴者を含む）
小学生未満保護者同伴

整理券ものづくり

つくってとばそう 
ストローグライダー

ストローを使って、ゆったり
と滑空するグライダーを作り
ます。

2日（土）・3日（日）
9日（土）・10日（日）

①10:30～　
②13:30～　
③15:30～

50分
各回先着24人

小学3年生以下は３人まで
につき保護者1人同伴

整理券実　験

つくって知ろう！石鹸のひみつ
オリジナル石鹸を作ったり、
実験をしたりしながら石鹸の
ひみつを調べます。

16日（土）・17日（日）
18日（月・祝）

23日（土）・24日（日）

①  9:45～
②11:10～
③13:15～
④15:30～

45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

自由出入ものづくり

空飛ぶリングで遊ぼう
ペットボトルや紙など身近なも
のを使って、空中を回転しなが
ら飛んでいくリングを作ります。

23日（土）～28日（木）
【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1人同伴

整理券木　工

鳥とおしゃべり、 
バードコールをつくろう　

木をつかって、鳥とおはなし
するための道具を作ります。

25日（月）～28日（木）
8月1日（月）・2日（火）

①10:30～　
②13:30～　
③15:30～

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

自由観覧体験コーナー

展示体験プラザガイド 
ツアー

出雲科学館の展示体験プラザ
を探検しよう！ 29日（金）

①10:00～
②11:00～
③13:00～
④14:00～
⑤15:00～

15分 自由観覧

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

観　察

星空観察を楽しもう 
～夏の星座と月・火星・木星・土星～

1組1台の望遠鏡を使っ
て夏の星座や惑星を観
察します。

9日（土） 19:00～21:00
※曇天時は20：00まで

10組
中学生以下は
保護者同伴

※小学生未満入室禁止
7月1日（金） 無料

このほかにも、応募教室「木工創作教室」（20日（水） ※締切7月11日（月））、ボランティアさんのわくわくかがくひろば
「びゅんびゅんゴマをつくろう」（9日（土）・10日（日）・16日（土）・17日（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。

参加費
無料

応募方法

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）　

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。

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。

〒693-0001 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】7月4日（月）、11日（月）、19日（火）
※夏休み期間中は休まず開館します。

なるほど！教室なるほど！教室

チャレンジ！教室チャレンジ！教室 自由出入

整理券
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〒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。
※各教室とも準備の都合上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）（7月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
裂き織り体験
【定員7人】 6日（水） 9:30～11:30 600円

野の花談議
（荒神谷公園にて開催） 10日（日） 10:00～12:00 500円

エコ・ペーパークラフト教室
（広告紙でカゴなど作ります）

11日（月）
25日（月）　　　　　13:30～16:30 400円

エココンロ作り教室 17日（日） 13:00～16:00 7,000円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 17日（日） 13:30～15:30 1,500円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
野の花教室
（来待粘土で鉢を作ります） 20日（水） 13:30～15:30 1,900円

布細工同好会
（パッチワークなど） 22日（金） 13:30～16:30 400 円

多肉用植物の寄せ植え
（空き缶・空き瓶を利用） 23日（土） 13:30～15:30 900 円

布ぞうり作り教室
【定員８人】 23日（土） 13:30～16:30 700 円

柿渋・渋染め講習会
第1回　柿渋作り 27日（水） 13:30～16:30 500 円

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（7月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 暑い季節を元気に迎えるために、フォークダンスで
楽しく身体づくりをしてみませんか？

1日·8日·22日·29日
（金） 10:00 ～ 11:30 1,500円/月

ひかわde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 ７月の美しい花々を絵手紙で描いて、誰かにお便り
してみませんか？ 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。7月は大かごでアレンジします。 16日（土） 14:00 ～ 16:00 600円

（材料費別途）

〒699－0904 多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644
【休館日】火曜日風の子楽習館（7月）

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

野外クッキングを
体験しよう！

燃料は焚き木と炭。ダッチオーブンで調理しま
す。旬の食材を使って“香ばしいピザ”と“甘い
コブラー”作りにチャレンジだ！（荒天中止）

9日（土） 9:00 ～ 12:30 8家族 7月1日（金）～
7日（木）

1,800円/
家族

夜遊び探検隊③
セミの羽化を
観察しよう！

夜の手引ヶ丘公園を散策しながら羽化しそうな
セミを探して観察してみよう！（雨天中止） 16日（土） 19:00 ～ 21:30 子どもと

保護者10組
7月7日（木）～

14日（木） 100円/人

風の子キャンプ
みんなで協力して3日間のキャンプに挑戦！！
なんでも自分たちで作っちゃおう！テントに泊
まり、海で食料調達。ワクワクドキドキの3日間。

23日（土）
～25日（月）

集合 23日（土）  8:30
解散 25日（月） 12:00

小学4年生
～

中学生20人
7月6日（水）～

13日（水） 5,000円/人

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間：10：00〜18：30　※子どもの体験を主な目的とするため、大人のみの参加はお断りする場合があります。

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・300円）竹の紙鉄砲

（30分・150円）などそのほか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

夏休み工作
〔要予約〕

夏休みの工作をお手伝いします。エコな視点で自然素材などを活用して、
みんなの夏休み工作を応援します。なお、詳しい工作内容・制作時間等はホー
ムページ（6月下旬掲載予定）や電話で確認のうえ、ご予約ください。
・対象：小学生　・申込み期間：7月８日（金）～

夏休み期間中の
木・金・土曜日

（23日、8月11日、
13日、20日を除く）

9：30 ～ 17：00
途中休憩有

※制作時間・日数は工作
内容による

◆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。

〒699－0741 大社町中荒木2484　☎・FAX 53－5080
【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か月前から受け付けます。

浜遊自然館（7月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

牛乳パックで
かわいいカゴを作ろう

牛乳パックを使ってかわいいオリジナルバスケット
を楽しく一緒に作ってみませんか？（3パック使用） 17日（日） 9:30 ～ 20人 一般 500円

紙すき体験 野草やミツマタ、牛乳パックを使って紙すきを
しよう。 23日（土） 9:30 ～ 20人 一般・子ども  無料 

〔夏休み工作〕
きれいなボックス型のLED
イルミネーションをつくろう

LEDや磁石などを使って組み立て、きれいなイ
ルミネーションをつくろう。 24日（日） 9:30 ～ 10人

一般・子ども
（低学年は保護
者同伴）

1,000円

夏の星座観察会 この季節に見られる星座を観察しよう。 30日（土） 20:00 ～ 制限なし 一般・子ども  無料 
〔夏休み工作〕
ペットボトルロケットを
空高く飛ばそう!!

ペットボトルを利用して作ったロケットを空気
と水の圧力で空高く飛ばそう!!君の挑戦を待っ
てます。

31日（日） 9:30 ～ 10人
一般・子ども

（低学年は保護
者同伴）

200円
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