
荒神谷博物館情報

■定例講演会 第138回
2月18日 ( 土 ) 13：30～ 15：00
演　題：『出雲市青木遺跡を考える
　　　  　―古代編―』
講　師：松尾 充晶 氏

（島根県古代文化センター）
資料代：300円 申込不要

■ゼミ形式「風土記談義」
　 ～出雲国風土記～
2月19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

開催中～2月27日（月）開催中～2月27日（月）
青木遺跡は東林木バイパスの建
設に伴い発見された遺跡で、四隅
突出型墳丘墓は最古型式と考え
られています。また、銅鐸片や神
社関連建物跡、墨書土器、木簡な
ども発見され、古代から祈りの場
として特別な場所でした。

荒神谷史跡公園には
600種800本のツバキがあります。
見ごろは２月中旬から４月上旬までです。
寒い冬ですが、晴れた日にはぜひお散歩
がてらお越しください♪

よすみちゃん

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

開催中～
　3月20日（月・祝）
開催中～
　3月20日（月・祝）

1月25日（水）～4月10日（月）1月25日（水）～4月10日（月）

「はそう」

「ふるさとの記録を守る
   　　ー古文書を未来へ伝えるために」

-須恵器の前方後円墳?!-

出雲平野の遺跡シリーズⅡ
青木遺跡-弥生から続く祈り-

はそう

▲

 
（上塩冶横穴墓群）

『ふるさと探訪シリーズ①
巨木名木巡り』

『ふるさと探訪シリーズ①
巨木名木巡り』

『ふるさと探訪シリーズ②
築地松と民家』

『ふるさと探訪シリーズ②
築地松と民家』

ミュージアムショップ通信

ギャラリートーク

ギャラリー展

速報展

◆申込不要

2月4日（土）14:00 ～ 16:00
◆講　師：梶谷 亮治 氏（奈良国立博物館名誉館員）　

「神仏習合と出雲市の文化財」第１回

2月25日（土）14:00 ～ 16:00
◆講　師：多久田 友秀 氏（島根県近世史研究会会員）

「高瀬川水運と荒木川方役所」第2回

文化財保護審議会委員講座
～文化財のプロが出雲の歴史を語る～

あな
丸い胴部に広い口。
胴には小さな孔ひとつ。
ひっくりかえすとあらふしぎ。
前方後円「コフィーちゃん」。
須恵器のひとつ「はそう」くん。
君の生まれは、出雲？石見？

2月4日（土）10:00～
2月18日（土）13：30～16：002月18日（土）13：30～16：00
よすみコースターづくり
体験教室

◆定　員：15人（10歳以上）
◆要申込・参加無料

※事前に電話、FAX、博物館ホームページでお申込みください。

本を片手に斐川
地域を散策して
みませんか？

荒神谷史跡公園「椿の森」
きれいに咲き始めました

▲墨書土器

▼木簡と祭祀具類

◆受講料：３００円　◆定　員：８０人　

出雲科学館の催し（2月）（2月）

4日●土・5日●日

出雲科学館 人気教室メドレー 出雲科学館 人気教室メドレー 出雲科学館 人気教室メドレー 出雲科学館 人気教室メドレー 

化石のレプリカをつくろう化石のレプリカをつくろう化石のレプリカをつくろう化石のレプリカをつくろう

２月は「人気教室メドレー」！
実験やものづくり、木工教室を週がわりで開催します。毎週いろんな教室に参加して、科学館を満喫しよう！

イベント

整理券

整理券

参加無料

◆所要時間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

①10:30～ ②13:30～
③15:30～
①10:30～ ②13:30～
③15:30～

11日●土●祝・12日●日
写真立てをつくろう写真立てをつくろう写真立てをつくろう写真立てをつくろう 整理券

◆所要時間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

①10:30～ ②13:30～
③15:30～
①10:30～ ②13:30～
③15:30～

第3弾 第4弾

第1弾 第2弾

◆所要時間60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

25日●土・26日●日

色変わり焼きそばを
つくろう
色変わり焼きそばを
つくろう
色変わり焼きそばを
つくろう
色変わり焼きそばを
つくろう

整理券

◆所要時間40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

①9:45～ ②11:15～
③13:30～ ④15:30～
①9:45～ ②11:15～
③13:30～ ④15:30～

18日●土・19日●日

4日●土・5日●日・11日●土●祝・12日●日
18日●土・19日●日・25日●土・26日●日

①10:30～ ②13:30～ 
③15:30～
①10:30～ ②13:30～ 
③15:30～

つくってとばそう
ペーパーグライダー
つくってとばそう
ペーパーグライダー
つくってとばそう
ペーパーグライダー
つくってとばそう
ペーパーグライダー

つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争

整理券

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）

①10:30～ ②11:30～ ③13:00～
④14:00～ ⑤15:00～
◆所要時間30分程度 
◆各回先着８組（１組は４人まで）

出雲科学館オリジナル積み木「つみっこ」を使って、タワーをつくろう！３分間の制限時間でどれだけ高く積
み上げることができるか、競争しましょう。友達や家族での挑戦をお待ちしています。各回の優勝チームには
記念品、月間総合優勝チームには出雲科学館オリジナルグッズをプレゼント！
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出雲科学館の催し（2月）（2月）

4日●土・5日●日

出雲科学館 人気教室メドレー 出雲科学館 人気教室メドレー 出雲科学館 人気教室メドレー 出雲科学館 人気教室メドレー 

化石のレプリカをつくろう化石のレプリカをつくろう化石のレプリカをつくろう化石のレプリカをつくろう

２月は「人気教室メドレー」！
実験やものづくり、木工教室を週がわりで開催します。毎週いろんな教室に参加して、科学館を満喫しよう！

イベント

整理券

整理券

参加無料

◆所要時間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
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写真立てをつくろう写真立てをつくろう写真立てをつくろう写真立てをつくろう 整理券
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第3弾 第4弾

第1弾 第2弾

◆所要時間60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

25日●土・26日●日

色変わり焼きそばを
つくろう
色変わり焼きそばを
つくろう
色変わり焼きそばを
つくろう
色変わり焼きそばを
つくろう

整理券

◆所要時間40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

①9:45～ ②11:15～
③13:30～ ④15:30～
①9:45～ ②11:15～
③13:30～ ④15:30～

18日●土・19日●日

4日●土・5日●日・11日●土●祝・12日●日
18日●土・19日●日・25日●土・26日●日

①10:30～ ②13:30～ 
③15:30～
①10:30～ ②13:30～ 
③15:30～

つくってとばそう
ペーパーグライダー
つくってとばそう
ペーパーグライダー
つくってとばそう
ペーパーグライダー
つくってとばそう
ペーパーグライダー

つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争

整理券

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）

①10:30～ ②11:30～ ③13:00～
④14:00～ ⑤15:00～
◆所要時間30分程度 
◆各回先着８組（１組は４人まで）

出雲科学館オリジナル積み木「つみっこ」を使って、タワーをつくろう！３分間の制限時間でどれだけ高く積
み上げることができるか、競争しましょう。友達や家族での挑戦をお待ちしています。各回の優勝チームには
記念品、月間総合優勝チームには出雲科学館オリジナルグッズをプレゼント！

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

ものづくり

プロペラ飛行機を
つくろう

飛行機が飛ぶ仕組みを実験
しながら、ゴム動力で飛ぶ
プロペラ飛行機を作りま
す。※工作難度の高い教室
です。

11日（土・祝）
12日（日）

10:00～15:00
※途中1時間程度

昼休憩

各回12人
小学4年生以上

※小学生は1人につき
保護者1人同伴

2月1日
（水） 900円

実　験

紫外線を調べよう
～ UVレジンでオリジナル
アクセサリーづくり～

紫外線の種類や、日焼けが
起こる仕組みなど、実験を
しながら調べます。UVレ
ジンを使ったアクセサリー
も作ります。

3月5日（日）
7日（火）

①10:00～11:20
②14:00～15:20

各回16人
中学生以上

2月22日
（水） 600円

応募方法 事前に申込みが必要です。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、希望の日を第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」（28日（火） ※締切2月16日（木））「木工応用教室」（3月
1日（水）・2日（木）・7日（火）・8日（水）・9日（木）［全5回］ ※締切2月19日（日））、ボランティア
さんのわくわくかがくひろば「吹き上げ風車をつくろう」（11日（土・祝）・12日（日）・18日（土）・
19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】2月6日（月）、13日（月）、20日（月）、27日（月）

出雲科学館公式
Facebook
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〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】月・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）（2月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
裂き織り体験

【定員6人】 4日（土） 9:30～11:30 600円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 15日（水） 13:30～15:30 1,900円

アート・フラワー教室 
（布で花を作ります） 19日（日） 13:30～15:30 1,500円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
布細工同好会

（パッチワークなど） 24日（金）13:30～16:30 400円

多肉植物の寄せ植え
（空き缶（桃缶）を利用） 25日（土）13:30～15:30 900円

布ぞうり作り教室
【定員８人】 25日（土）13:30～16:30 700円

〒699－0741 大社町中荒木2484　☎・FAX 53－5080
【休館日】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（2月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

ひな人形づくり

デコペインティングでおひなさま飾り
を作りましょう。（和紙をデコしたり、
ペイントしたりしてかわいらしいひな
飾りを作ります。）

5日 （日）  9:30 ～ 20人
一般・子ども 

 （子どもは保護者
同伴）

1,000円

環境にやさしい
紙バンド手芸

リボンをアクセントにしたレンガの
ような模様のステキな春待ちかごを      
作りましょう。 

 18日 （土）  9:00 ～ 20人  一般 900円

〒699－0904 多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644
【休館日】火曜日風の子楽習館（2月）

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 ～ 16:15

【1月・2月限定】
しいたけ植菌

体験

ドリルを使って原木に穴を開け、しいたけの菌を打ち込もう！
しいたけが生えてくるまでゆっくり待とうね。植菌した原木は
持ち帰り。　参加費：1本800円（1人3本まで）　
※予約不要　※限定100本（無くなり次第終了します。）

①  9:30 ～ 10:30
②11:00 ～ 12:00
③13:15 ～ 14:15
④14:30 ～ 15:30

◆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

ひなあられを
作ろう！

3月3日はひな祭り。ひな壇にお供えす
るカラフルな「ひなあられ」を作ろう！

26日
（日） 9:30～11:30

8家族20人
（小学3年生以下は 

保護者同伴）

2月16日（木）
～23日（木）

200円/
人

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間:10:00〜17:00　※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。

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411
※体育館は床工事のため２月は使用できません

アクティーひかわ（2月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 フォークダンスで楽しく踊り、身体も
心もリフレッシュしましょう！！

3日・10日・
17日・24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。

4日・11日・25日（土） 14:00 ～ 15:30
無料

9日・23日（木） 19:00 ～ 20:30

絵手紙教室 ２月の草花、風景を絵手紙に描いてみ
ませんか？ 10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。 18日（土） 14:00 ～ 16:00 600円（材料費別途）
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