
荒神谷博物館情報

■定例講演会 第143回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
7月16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♪

7月15日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『奴国の青銅器生産について』　
講師：森井千賀子氏(春日市教育委員会文化財課）

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

よすみちゃん

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

平成29年度特別展

出雲市の写真愛好家グループ、フォト雲州のメンバー選り
すぐりの写真作品を約25点展示します。

「解明！古代の「出雲郡」「伝説の教科書を  作った郷土の偉人―その始まりから復古まで―」

7月1日（土）・2日（日）7月1日（土）・2日（日）
7月15日（土）～8月28日（月）7月15日（土）～8月28日（月）

7月19日（水）～8月20日（日）7月19日（水）～8月20日（日）

荒神谷ハスまつり 魏志倭人伝シリーズⅣ
『奴国(壱)～青銅器と王～』

観覧無料

企画展 ギャラリー展7月15日（土）～9月25日（月）7月15日（土）～9月25日（月） 10月16日（月）まで10月16日（月）まで

ホール展示

ハスは午後に花びらを閉じますので
午前中の見学をおすすめします。

会場：荒神谷博物館前古代ハス池

関連講演会 ７月１６日（日）14：00～16：00７月１６日（日）14：00～16：00

象鼻盃席 ①10：00～②14：00～ 
各回先着50名 
①10：00～②14：00～ 
各回先着50名 

9：00～16：009：00～16：00

『フォト雲州 作品展』

「魏志倭人伝シリーズ」と題して、
３回にわたり「一支国」「末廬国」
「伊都国」の国々の文化を紹介して
きました。今年度は現在の福岡県
福岡市と春日市を含む福岡平野に
あったとされる「奴国」を中心に紹
介します。
「漢委奴国王」の金印が見つかった
ことでも有名ですが、漢の王と交流
があったと考えられる「奴国」とは？
主に青銅器を通して紹介します。

昭和の初めに登
場した伝説の教
科書『尋常小学
算術』を編集し、
日本の算数教育
に大きな功績を
残した郷土の偉
人 塩野直道氏
を紹介します。

古代の「出雲郡」は、斐川
町から大社町にかけて
の地域に相当します。
新しく発見された資料を
中心に古代の「出雲郡」
について紹介します。

髙橋　周（当館専門研究員）
演題／『出雲国風土記』は中世出雲に存在したのか？
－新発見の出雲郡健部郷・波迦神社の棟札をめぐって－

※博物館までお申込みください。

～塩野直道物語～」
しお の なお みち

塩野直道氏
『隋流指導』啓林館から▶

奈良三彩の壺
（大社町 鹿蔵山遺跡）▶
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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！

7月29日●土・30日●日

7月15日●土

参加無料
イベント 参加無料

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 

①１０：００～１１：００
②１3：３０～１４：３０

講師：東京工業大学 助教 山崎詩郎さん

科学の祭典2017
「科学の縁結び祭り」
科学の祭典2017
「科学の縁結び祭り」
科学の祭典2017
「科学の縁結び祭り」
科学の祭典2017
「科学の縁結び祭り」

第１弾「コマ博士のおもしろサイエンスショー」 
コマ博士といっしょにコマの
　不思議な世界を見てみよう！

7月22日●土 ①11:00～12:00  ②14:00～15:00
※午前と午後で若干内容が異なります。

第2弾「空気で遊ぼう（空気のふしぎ）」

7月23日●日 ①10:30～11:30　
②13:30～14:30

第3弾「音って何？ 調べてみよう　　　　　（音のふしぎ）」

テレビで見るような大きな空気砲でダイナミックな空気の実験！
空気って重たいの？ 巨大風船で空気の重さをはかってみよう。
講師：全日本科学漫才研究会
　　　米谷彰（科学屋酔爆）さん

音の正体をさまざまな実験で探求しましょう。
音ってなんだ？ 音の正体に迫ります！
講師：全日本科学漫才研究会 米谷彰（科学屋酔爆）さん

講師：びんご！コマ大戦団ッ！長瀬友行さん ●各回先着５０人 
●対象：小学１年生～６年生 ●小学 3年生以下は保護者同伴
講師：びんご！コマ大戦団ッ！長瀬友行さん ●各回先着５０人 
●対象：小学１年生～６年生 ●小学 3年生以下は保護者同伴

①11:00~12:00 
②14:30~15:30「子どもコマ大戦」

※午前と午後で若干
　内容が異なります。

8月5日●土・6日●日第4弾

8月19日●土・20日●日第6弾
8月11日●金　　　　　　●祝 ～13日●日第5弾

整理券

主催／科学の縁結び
　　　ネットワーク

おもしろい科学実験に感動！いろんな科学でビックリ！毎年
恒例の「おもしろ！ビックリ！サイエンスショー」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！

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

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

整理券実　験

繊維の科学
フェルトのボールをつくろう

私たちの身のまわりにたくさんある
繊維を使って実験しましょう。
作ったフェルトのボールはストラッ
プにもできます。

1日（土）、2日（日）
8日（土）、9日（日）

①  9:45～
②11:15～
③13:30～
④15:30～

45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

整理券ものづくり

子どもコマ大戦
いろいろな形のパーツを組み合わせ
て自分だけの「最強コマ」を作ろう! !

16日（日）
17日（月・祝）

①11:00～
②14:30～ 60分

各回先着25人
小学3年生以下は

保護者同伴

整理券実　験

いろいろな紙をつくろう

紙の歴史や作り方を学び、牛乳パッ
クと藁から紙を作ります。
どんな紙ができるかな？

22日（土）～25日（火）
①10:00～
②13:30～
③15:30～

50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

整理券実　験

ひんやり科学実験

科学の力でひんやり体験！
温度が変わるいろいろな実験をする
と、この夏は涼しくすごせるかも!?

26日（水）、27日（木）
31日（月）
8月1日（火）、2日（水）

①10:30～
②13:30～
③15:30～

50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

自由出入実　験

水でひろがるふしぎな絵

紙の上に水を1滴たらすと、じわじ
わ広がる不思議な模様。水はどうし
て紙を広がっていくのかな？ 科学の
力で不思議な絵を描いてみましょう。

6月24日（土）
25日（日）

7月  1日（土）
2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2人まで
につき保護者1人同伴

自由出入ものづくり

虹色に見えるふしぎ～セロハン
ステンドグラスをつくろう～

セロハンテープをはりつけた板が
虹色に!?きれいな光の世界をのぞけ
るふしぎなシートを使って、虹色の
ステンドグラスを作りましょう。

22日（土）～25日（火）
【受付時間】

①  9:30～12:00
②13:30～16:00

25分 小学3年生以下は
保護者同伴

自由出入木　工

めざせてっぺん！
のぼり虫をつくろう

杉の板から虫のかたちを切り出し
て、自分だけののぼり虫を作ってみ
よう。紐を交互に引っ張ると、体を
左右に揺らしながら、スイスイ登っ
ていくよ！

26日（水）
27日（木）
31日（月）

8月  1日（火）
2日（水）

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

20分 小学3年生以下は1人に
つき保護者1人同伴

この他にも、企画展「探険！アリの世界　アリの秘密ここにアリ」（〜2日）、応募教室「木工創作教室」（19日（水）※締切７月10日）、体験コーナー
「展示体験プラザガイドツアー」（28日（金））、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「ビニール袋でホバークラフトをつくろう」（８日（土）・
９日（日）・15（土）・16日（日)・17日（月）)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。

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

〒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3日（月）、10日（月）、18日（火）
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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！

7月29日●土・30日●日

7月15日●土

参加無料
イベント 参加無料

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 

①１０：００～１１：００
②１3：３０～１４：３０

講師：東京工業大学 助教 山崎詩郎さん

科学の祭典2017
「科学の縁結び祭り」
科学の祭典2017
「科学の縁結び祭り」
科学の祭典2017
「科学の縁結び祭り」
科学の祭典2017
「科学の縁結び祭り」

第１弾「コマ博士のおもしろサイエンスショー」 
コマ博士といっしょにコマの
　不思議な世界を見てみよう！

7月22日●土 ①11:00～12:00  ②14:00～15:00
※午前と午後で若干内容が異なります。

第2弾「空気で遊ぼう（空気のふしぎ）」

7月23日●日 ①10:30～11:30　
②13:30～14:30

第3弾「音って何？ 調べてみよう　　　　　（音のふしぎ）」

テレビで見るような大きな空気砲でダイナミックな空気の実験！
空気って重たいの？ 巨大風船で空気の重さをはかってみよう。
講師：全日本科学漫才研究会
　　　米谷彰（科学屋酔爆）さん

音の正体をさまざまな実験で探求しましょう。
音ってなんだ？ 音の正体に迫ります！
講師：全日本科学漫才研究会 米谷彰（科学屋酔爆）さん

講師：びんご！コマ大戦団ッ！長瀬友行さん ●各回先着５０人 
●対象：小学１年生～６年生 ●小学 3年生以下は保護者同伴
講師：びんご！コマ大戦団ッ！長瀬友行さん ●各回先着５０人 
●対象：小学１年生～６年生 ●小学 3年生以下は保護者同伴

①11:00~12:00 
②14:30~15:30「子どもコマ大戦」

※午前と午後で若干
　内容が異なります。

8月5日●土・6日●日第4弾

8月19日●土・20日●日第6弾
8月11日●金　　　　　　●祝 ～13日●日第5弾

整理券

主催／科学の縁結び
　　　ネットワーク

おもしろい科学実験に感動！いろんな科学でビックリ！毎年
恒例の「おもしろ！ビックリ！サイエンスショー」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！

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

〒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。定員になり次第締め切ります。

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6人】   5日(水） 9：30～11：30 600円

肥料用ぼかし作り
（10Kg持ち帰りできます）   8日（土） 13：30～16：30 1,400円

苔
こけ

玉作り教室（そば付）   9日（日） 10：00～12：00 2,200円

ノルディックウォーク 11日（火） 9：00～12：00 400円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 19日（水） 13：30～15：30 1,900円

アース館近くの畑で野菜作り!!　参加者募集中

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
布ぞうり作り教室
【定員8人】 22日（土） 13：30～16：30 700円

夏休み子供工作教室
【先着30人】 23日（日） 10：00～12：00 いろいろ

布細工同好会	
（パッチワークなど） 28日（金） 13：30～16：30 400円

韓国料理教室
「サムゲダン」【定員20人】 29日（土） 10：00～12：00 1,700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？

7日・14日・
21日・28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。

1日・8日・22日（土） 14：00～15：30
無料

13日・27日(木） 19：00～20：30
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。 15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
 http://www.kazenoko-taki.com/

【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
竹筒バームクーヘ
ンをつくろう！
（手づくりアイス
クリーム付き）

家族で協力して、竹をまわしておいしい
バームクーヘンをつくろう！（荒天中止）

（ひんやり冷たいアイスクリームづくりに
もチャレンジ）

  8日(土) 9:00～12:30 6家族(先着順) 6月30日(金)
～ 7月6日(木)

1,300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(日) 19:00～21:30 10家族(先着順) 7月6日(木)
～13日(木) 100円/人

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間：10：00〜17：30　※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
＊季節限定　

竹の水鉄砲作り他

所要時間：20分コースと30分コースがあります。
参加費　：50円～ 400円(予約不要)

土日祝(イベント開催
時は除く)1日5回

ホームページまたは
お電話にて確認ください。

①  9：30 ～ 10：30
②11：00 ～ 12：00
③13：15 ～ 14：15
④14：30 ～ 15：30 
⑤15：45 ～ 16：45

夏休み工作体験

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
についてはホームページ(6月下旬掲載予定)や電話にてご確認のうえ、ご
予約ください。(7月6日(木)10:00より電話受付開始)

7月22日(土)・24日(月)
27日(木)・28日(金)・29日(土)

8月10日(木)・11日(金・祝)·12日(土)
17日(木)・25日(金)・26日(土)

9：30 ～ 16：00
途中休憩有

※制作時間は工作内容による

◆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　☎・FAX53－5080
【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

<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不思議なイルミネーショ
ンをつくります。 23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ます。 28日(金） 20：00～ 制限なし  一般・子ども 無料

<夏休み工作>カードでトンボを
作って飛ばせてみよう

不用になったカードを使って竹とんぼならぬ、
カードトンボを作ります。 29日(土）  9：30～ 20人

 一般・子ども
（低学年は
保護者同伴）

100円

<夏休みリサイクル教室>
かわいい小物雑貨を作ろう

親子で挑戦！空き瓶をかわいい小物雑貨に変
身させます。 30日(日）  9：00～ 20人

 一般・子ども
（子どもは
保護者同伴）

600円
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