
荒神谷博物館情報

■定例講演会 第136回
12月 17日 ( 土 ) 13：30～ 15：00
演　題：『出雲平野の弥生時代後期の
　　　　遺跡から考える』
講　師：坂本 豊治 （弥生の森博物館）
資料代：300円 申込不要

■ゼミ形式「風土記談義」
　 ～豊後国風土記～
12月 18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

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♪

出雲弥生の森博物館情報

出雲弥生の森博物館
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）
入館料・常設展観覧料　無料

〒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）
Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

企画展

企画展

関連講座

11月19日（土）～
2月27日（月）

11月19日（土）～
2月27日（月）

12月5日（月）
　～25日（日）
12月5日（月）
　～25日（日）

青木遺跡には県内初見の遺物
が多く見つかっています。
本展は、”出雲平野に住む人々
の祈り”にスポットを当てた展
示です。

「大社考古学会」の輝かしい足跡を紹介します。

市内在住の写真家2人が
選りすぐりの写真を展示します。

よすみちゃん

ホール展示

ギャラリー展

「ふるさと」
行長好友・田中作夫 写真展

〒693-0011 大津町2760
☎25-1841　FAX 21-6617 

※事前に電話･FAX･博物館ホームページで申し込んでください。

開催中
～1月23日（月）
開催中
～1月23日（月）

開催中 ～1月9日（月・祝）開催中 ～1月9日（月・祝）出雲を掘る
第６話

大社考古学会の足跡

鴟尾復元40年
◆講　師：大脇 潔 氏

（奈良文化財研究所名誉研究員）
◆講　師：大脇 潔 氏

（奈良文化財研究所名誉研究員）

12月3日（土）14：00～16：0012月3日（土）14：00～16：00

-出雲郡漆治郷の今昔-
しつぢのさと

出雲平野の遺跡シリーズⅡ

青木遺跡-弥生から続く祈り-

12月10日（土） 10：00～12月10日（土） 10：00～ギャラリートーク

大寺廃寺　石の鴟尾
（鳥取県 伯耆町）

第14人骨（貝輪装着人骨）の出土状況

しび

当館学芸員

参加費無料
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出雲科学館の催し（12月）（12月）

イベント

魚が浮いたり沈んだりする「浮沈子」を作ったりし
ながら、いきものたちが浮くヒミツを調べましょう！
◆各回先着40人（小学2年生以下は2人までに
つき保護者1人同伴）

◆所要時間　60分

「ゴンベ」という
種類の魚たちも
やってきます。会
いに来てね！

「ゴンベ」という
種類の魚たちも
やってきます。会
いに来てね！

参加無料 講演会 参加無料

実験 整理券
12月17日●土・18日●日

1月21日●土

12月3日●土～18日●日

アクアスが出雲科学館にやってくる！

しまね海洋館アクアス出張教室
in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス出張教室
in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス出張教室
in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス出張教室
in 出雲科学館

調べてみよう！
いきものたちが浮くヒミツ
調べてみよう！
いきものたちが浮くヒミツ
調べてみよう！
いきものたちが浮くヒミツ
調べてみよう！
いきものたちが浮くヒミツ

お魚たちもやってくるお魚たちもやってくるお魚たちもやってくるお魚たちもやってくる アクアス出張教室
関連ミニ企画

①10:30～ ②13:00～ ③15:00～

※展示内容が変更になる場合があります。

アクアス生き物
写真展

アクアス生き物
写真展

アクアス生き物
写真展

アクアス生き物
写真展

人の生活を支援する工学技術について、
障がい者や高齢者の生活を支援する技術
を中心に、その仕組みや最新の動向を紹
介します。

電話、ハガキ、科学館ホームページ、FAX、科学館の受付カウン
ターのいずれかで応募してください。
■いずれの場合も1通につき2人まで応募できます。
　※応募者全員の必要事項（右のとおり）を明記してください。
■応募者多数の場合は抽選により決定します。（2人応募の場合は2人
1組として当落を決定します。）

■抽選の結果は応募締切後10日以内にハガキでお知らせします。
■FAXなど送信先にお間違いがないようご注意ください。
■記入事項に不備があると受付できない場合があります。

１４：００～１６：００（開場１３：３０）１４：００～１６：００（開場１３：３０）

対　象 小学５年生以上
定　員 １５０人
応募締切 １２月２６日（月）

応募方法

人の生活を支援する工学技術人の生活を支援する工学技術人の生活を支援する工学技術人の生活を支援する工学技術

①講演会名

②氏名（フリガナ）

③学年と年齢

④郵便番号・住所

⑤電話番号

必要記入事項

国立研究開発法人
産業技術総合研究所
主任研究員

梶谷 勇氏梶谷 勇氏講 師

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）　
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。

チャレンジ！教室チャレンジ！教室 自由出入

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

実　験

重曹でおそうじ
重曹の力を科学的にみていき、
掃除術をマスターします。 16日（金） ①14:00～16:00

②19:00～21:00
各回12人

高校生以上
12月6日
（火） 200円

実　験

蒸留でアロマオイルを 
つくろう

実験をしながら、アロマオイル
を手作りしてみましょう。

25日（日）
26日（月）

①10:00～11:30
②13:30～15:00

各回8人
中学生～大人

12月15日
（木） 200円

応募方法 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。
応募の際、希望日時を第2希望まで明記してください。なるほど！教室なるほど！教室

この他にも、応募教室「木工創作教室」（12月27日（火） ※締切12月15日（木））、
ボランティアさんのわくわくかがくひろば「まつぼっくりでクリスマスツリー」

（10日（土）・11日（日）・17日（土）・18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。

〒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】�12月5日（月）、12日（月）、19日（月）、28日（水）〜1月3日（火）

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

自由出入木　工

どんぐり笛をならしてみよう
どんぐりを使って笛を
作ります。 3日（土）・4日（日）

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

20分
時間内自由出入

小学3年生以下は2人まで
につき保護者1人同伴

ものづくり  整理券

カラフル！ 
キャンドルをつくろう

ロウを使って実験しな
がら、クリスマスにも
使えるキャンドルを作
ります。

3日（土）・4日（日）
10日（土）・11日（日）

①10:00～　
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

整理券木　工

もうすぐ新年！ 
ミニ門松をつくろう

身近な素材で季節の飾
りを作り、新年を迎え
る準備をしよう！

23日（金・祝）
24日（土）・25日（日）

①10:30～　
②13:30～　
③15:30～

50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

ものづくり  自由出入
とっとこ紙コップをつくろう

ゴ ム の 力 を 使 っ て、
とっとこ走り出す紙
コップを作ります。

23日（金・祝）
～27日（火）

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

30分
時間内自由出入

小学3年生以下は3人まで
につき保護者1人同伴

出雲科学館公式
Facebookを
開設しました
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