
一般講座

出雲國出雲國

健 康健 康

回
①
②
③

開催日
7/15(土)
7/22(土)
7/29(土)

講座内容
アロマを楽しむための基礎知識
精油を使った小物作りにチャレンジ
精油を使ったマッサージにチャレンジ

受講料
無料

託児
可能

電話、FAX、電子メール、インターネット(しまね電子申請サービス)のいずれかで必要事項を明記して申込みください。
●メールの件名は「出雲市生涯学習講座申込」としてください。
●メール・FAXで申込みの後、受付完了の連絡(メール・またはFAX)が1週間以上ない場合、電話でおたずねください。
●応募多数の場合は抽選です。(同時申込み3名まで1組として抽選。4名以上でのお申込みはご相談ください。)
●定員に達しない場合は、締切日以降も先着順で受付けます。
●抽選の結果は、募集締め切り後1週間以内に郵送します。
●手話通訳や介助など、何らかの配慮が必要な方は、事前にご相談ください。

１．講座名　２．氏名（ふりがな）　３．郵便番号　４．住所　
５．電話番号（日中連絡がとれる番号、FAXで申込みの方は自宅FAX番号も） 
６．託児希望のお子さまのお名前（ふりがな）、性別、年齢（月齢）　 
※６は対応講座で希望者のみ。すべてのご希望に沿えない場合があります。

申込み・おたずね/市民活動支援課　☎21-6528  　FAX 21-6299　  メール：gakushu@city.izumo.shimane.jp

講
座
の
申
込
方
法 必要

事項

そしゃく

【共催】島根県立大学 出雲キャンパス公開講座

出雲市生涯学習講座

学びは
豊かな人生の第一歩！
あなたの好奇心を
応援します★ 平成29年度

受講者
募集中!

　多くの神話が残り、世代を超えて語り継がれ
ている出雲。
　民話として語られる神話の魅力を、各地で活
躍されているいずも民話の会の皆さんの親しみ
やすい語りや紙芝居で楽しみます。また、神話
に登場する神様の相互関係や神話の読み解き方
などについて、講師の詳しい解説を聞き、出雲
の大きな魅力の一つである神話について学んで
いきましょう。

出雲神話キホン編
神話の中の出雲　神話に親しむ

【時　　間】10：00～12：00
【定　　員】50名
【語　　り】いずも民話の会のみなさん
【講　　師】長浜神社 宮司 秦 和憲 氏
【会　　場】市役所本庁 くにびき大ホール
【受 講 料】300円　
【応募締切】8月21日（月）

　美味しい食事や楽しい会話を生涯続けるため
に、とても大切なのが「お口の健康」。お年を
召すに従って歯を失い、咀嚼機能が低下してい
きます。食事の楽しみが半減するばかりか、歯
周疾患で心臓病や糖尿病などの生活習慣病の疾
患リスクが高まることも指摘されています。
　口腔ケアは、今から十分に気をつけていくと
効果が分かります。この講座で、簡単な体操、
咀嚼力と口を閉じる力の測定を一緒に行い、ご
自身の口腔の状態を把握しましょう。

口からの生活習慣病の予防
～歯科保健～

【日　　時】8月30日（水）10：00～11：30　
【定　　員】18名（5名未満の場合、中止とさせていただきます）
【講　　師】島根県立大学　出雲キャンパス
　　　　　 教授・歯科医師 佐藤 公子 氏
【会　　場】島根県立大学出雲キャンパス
【応募締切】8月21日（月）

回 開催日 内　容

① 9/13（水） 語り：「国譲り」「神々の運定め」
講話：なぜ神様は出雲に集まるのか

② 10/4（水） 紙芝居 /語り：「くにびき」
講話：くにびき神話と島根半島

③ 10/18（水） 紙芝居 /語り：「小さな神さま」「オオアナムチの試練」
講話：オオクニヌシノミコトの国造り

そしゃく

荒神谷博物館情報

■定例講演会 第144回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
8月20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♪

8月19日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『青銅器の図像を読むー九州・出雲・近畿ー』　
講師：常松幹夫氏(福岡市経済観光文化局 埋蔵文化財課）

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。

観覧料／一般520円（416円）、高大生260円（208円）
　　　　小中学生130円（104円） ※（　）内は20名以上の料金です。

増刷いたしました！
『神名火山【仏経山】』
『荒神谷の古代ハス』
ただいま好評発売中
です！

「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）

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

9月25日（月）まで9月25日（月）まで

好評開催中～
　　10月16日（月）
好評開催中～
　　10月16日（月）

ホール展示

関連講演会
8月６日（日） 14：00～8月６日（日） 14：00～

『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。

「神の時間 
  ―『出雲国風土記』の
     出雲郡をめぐって ―」
講師／荻原　千鶴 氏
　　  （お茶の水女子大学名誉教授）

ギャラリートーク
9月1６日（土）、10月14日（土） 10：00～
◆申込不要
9月1６日（土）、10月14日（土） 10：00～
◆申込不要

8月20日（日） 14：00～8月20日（日） 14：00～
「古代出雲国と「郡的世界」の実像」
講師／森　公章 氏（東洋大学教授）

※電話・ＦＡＸで事前に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

▲長浜小学校の児童が作った紙芝居 ▲伝説の教科書「緑表紙」
　▲後谷遺跡『墨書土器「倉」』

受講料
無料

ミュージアムショップ通信

い  づ も  の こ  お  り
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