
荒神谷博物館情報

■定例講演会 第146回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
10月15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♪

10月21日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『「楚墓」から「漢墓」へ』　
講師：岩崎志保氏(岡山大学埋蔵文化財調査研究センター）

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 

※事前に電話･FAX･
　博物館ホームページで
　お申込みください。

『IZUMO-JIN』

「徹底解説！　
日本遺産『日が沈む聖地出雲』」

10月6日（金）～10月29日（日）10月6日（金）～10月29日（日）
観覧無料

職員リレー講座

10月7日（土）10月7日（土）

ホール展示

第2回

◆時　間／
　14：00～16：00
◆場　所／
　たいけん学習室
◆受講料／３００円
◆要申込み

講師／三原　一将

「上塩冶築山
古墳の実像」

10月21日（土）10月21日（土）

第3回

講師／坂本　豊治

文化財課の職員が旬な
話題をお届けします。

『春日孝仁　巨石水彩画展』

「伝説の教科書を
  　　作った郷土の偉人
「伝説の教科書を
  　　作った郷土の偉人

ギャラリー展

「日本遺産認定記念　
　　日が沈む聖地の考古学」

ギャラリー展

10月18日（水）～2018年2月5日（月）まで10月18日（水）～2018年2月5日（月）まで

～塩野直道物語～」
しお の なお みち

伝説の教科書「緑表紙」 「五つ珠そろばん」

▲稲佐の浜の夕日

ミュージアムショップ通信

現代美術家協会会員で出雲市在住の画家 春日孝仁氏による、巨
石をテーマにした水彩画作品展。仏経山の鏡岩やスサノオの腰
掛岩など13点展示。

10月22日（日）10：00～12：0010月22日（日）10：00～12：00
赤米の稲刈り体験

会場／荒神谷博物館前古代農耕地
会費／参加無料
内容／赤米の稲刈りと古代米の試食(味噌汁、ハス茶付)
服装は長袖、長ズボンで、お箸とおわん、皿、コップをご用意ください。

好評開催中～10月16日（月）まで好評開催中～10月16日（月）まで

藤岡大拙館長の著書「出雲
人」の英語版。数冊しかない
貴重な本です。

▲金銅製の冠
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出雲科学館の催し（10月）（10月）

イベント

年齢に応じた３部門（小学生未満部門、小
学生部門、中学生以上大人部門）でそれ
ぞれ記録に挑戦していただきます。

10月7日●土～9日●月  　　 ●祝

10月9日●月  　　 ●祝

参加無料 自由出入

企画製作：静岡科学館る・く・る
協力：全国科学館連携協議会、有限会社鷲野染工場
　　　立命館大学総合心理学部教授 北岡明佳

受付時間／10：0０～１2：0０
13：3０～１6：0０

秋の科学スポーツチャレンジ秋の科学スポーツチャレンジ秋の科学スポーツチャレンジ秋の科学スポーツチャレンジ

「バランス棒チャレンジ」
「カタパルトでナイスシュート」
「バランス棒チャレンジ」
「カタパルトでナイスシュート」
「バランス棒チャレンジ」
「カタパルトでナイスシュート」
「バランス棒チャレンジ」
「カタパルトでナイスシュート」

10月14日●土・15日●日
受付時間／10：0０～１2：0０

13：3０～１6：0０

【開催時間】
13：0０～１6：0０
講師：日本けん玉協会
　　 島根県支部長
　　 大坪　順さん

「目隠し足踏み」
「ピンポンキャッチ」
「目隠し足踏み」
「ピンポンキャッチ」
「目隠し足踏み」
「ピンポンキャッチ」
「目隠し足踏み」
「ピンポンキャッチ」

企画展

　学問の秋に、不思議で楽しい錯視の世界を体験し
てみませんか？
　錯視の仕組みやさまざまな錯視のほか、錯視を
利用した生活雑貨を紹介します。

　科学とスポーツの秋！科学をつかったスポーツ（?）
競技に挑戦しよう！

観覧無料

全国科学館連携協議会巡回パネル展
ふしぎなふしぎな錯視の世界
全国科学館連携協議会巡回パネル展
ふしぎなふしぎな錯視の世界
全国科学館連携協議会巡回パネル展
ふしぎなふしぎな錯視の世界
全国科学館連携協議会巡回パネル展
ふしぎなふしぎな錯視の世界

10月14日●土 ～29日●日 ９：３０
～１７：３０

写真提供：静岡科学館
「蛇の回転」 「ガンガゼ」

ピンポンキャッチ

けん玉体験
ブース
けん玉体験
ブース

けん玉体験
ブース

けん玉体験
ブース

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

整理券ものづくり

トコトコ人形をつくろう！
紙コップを使って、坂道をト
コトコ歩く人形を作ります。

  9月30日(土)
10月  1日(日)

7日(土)〜9日(月・祝)

①10:30〜
②13:30〜
③15:30〜

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

プラネタリウムで星空散歩
〜星座早見を
　　　　つくってみよう〜

星座の名前を調べることがで
きる星座早見を作ります。

7日(土) 〜9日(月・祝)
11月3日(金・祝) 〜5日(日)

①10:00〜　
②11:15〜　
③13:00〜　
④14:30〜

45分
各回先着30人

(同伴、見学者を含む)
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

気分は芸術家!?
端材アートにチャレンジ

いろんな形の木の端材を利用
して、アート作品を作ってみ
よう！

14日(土)・ 15日(日)
28日(土)・ 29日(日)

①10:30〜
②13:30〜
③15:30〜

40分
途中退室可

各回先着16人
小学2年生以下は2人まで

につき保護者1人同伴

自由出入実　験

「ふしぎなふしぎな錯視の世界」
関連教室
つくって体験！ふしぎな錯視

簡単な工作をして、不思議な
錯視を体験しましょう。

21日(土)・ 22日(日)
28日(土)・ 29日(日)

【受付時間】
①  9:30〜12:00
②13:30〜16:00

15分 小学3年生以下は2人まで
につき保護者1人同伴

自由出入観　察

天体観望会
秋の星座・月・土星 

秋の夜長に、月や惑星を観察
してみましょう。望遠鏡で見
える月のクレーターや土星の
環をお楽しみください。
協力：出雲天文同好会

28日（土） 【受付時間】
18:00〜19:30 ー

中学生以下は保護者同伴
※曇天時はプラネタリウム
　上映

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

おもちゃインストラクター
養成講座

自信を持って子ども達と向き合い、豊かな遊び
を子ども達と楽しむためには、スキルとマイン
ドを身に付けることが必要です。講座では「遊び
の本質」や「おもちゃの本当の役割」を、遊びのプ
ロである経験豊富な講師が伝授します。計８時
間の講座はワークショップ中心型。実際に手と
身体を動かし、自分自身がおもちゃの楽しさを
実感しながら、学びましょう。講師：岡田哲也さん

（東京おもちゃ美術館ディレクター）

28日(土)
29日(日)

28日(土) 
14:00〜17:00

29日(日) 
10:00〜16:00

30人
18歳以上
2日間参加
できる方

10月18日
(水)

8,000円
（テキスト

代込み）

この他にも、応募教室「木工創作教室」（22日（日）※締切10月12日（木））、ボランティアさんのわくわくかがくひ
ろば「でんでんだいこをつくろう」（14日（土）・15日（日）・21日（土）・22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ご希望の教室の整理券を
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。チャレンジ！教室チャレンジ！教室 自由出入

整理券

出雲科学館公式
Facebook

〒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】10月2日（月）、10日（火）、16日（月）、23日（月）、30日（月）
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〒699－0624 斐川町上直江2469　☎︎ 72－7411アクティーひかわ（10月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 おいしい秋を楽しんだら、フォークダンスで汗を流
しましょう。

6日・13日・20日・27日
（いずれも金曜日） 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。

7日（土）・14日（土）・28日（土） 14：00〜15：30
無料

12日(木）・26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。10月は「ブーケ」です。 14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（10月）

イベント名 内　　　　容 開催日 時　間 対　象 参加費

秋の手引ケ丘公園
祭り

普段できないものづくり体験や、ふわふわドーム・
子どもスポーツチャレンジ体験コーナー・巨大竹
とんぼ飛ばし・的あてルーレット・スーパーボー
ルすくい・屋台村などとっても楽しいイベントが
盛りだくさん。この他、ミニSL（8日）・ミニパワー
ショベル乗車体験（8日）・乗馬体験（9日）もあるよ。
秋の手引ケ丘公園祭りに家族・お友達で出かけよ
う！

8日(日)
9日(月・祝) 10:00〜16:00

どなたでも参加
できます。
申込みの必要は
ありません。

体験学習は実費

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　

紙皿フリスビー 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

◆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（10月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

浜遊の自然を食べよう
（日本料理）

浜遊自然館周辺で収穫した食材で日本料理をつくりま
す。 5日 (木）  9：30〜 15人  一般 1,000円

多肉植物の寄せ植え 桃缶等のリサイクル缶を使っておしゃれな寄せ植えをつ
くります。 (空き缶は各自) 7日 (土）  9：30〜 20人   一般  1,500円

つるかごづくり 浜遊自然館周辺に自生する「つる」を使ってカゴを編んで
みましょう。 22日 (日）  9：00〜 15人   一般    300円

リサイクル教室
古布で「布ぞうり」を作ろう 履きごこちが良く足元華やかな布ぞうりをつくります。 28日 (土）  9：00〜 10人  一般   500円

〒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）（10月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

拾った木の実で工作
【共催】自然観察指導委員会   1日(日） 10：00〜12：00 無料

裂き織り体験
【定員6人】   7日(土） 9：30〜11：30    600円

アース館祭り 14日（土）　　　　　10：00〜15：00 無料

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 15日（日）　　　　　13：30〜15：30 1,500円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 18日（水） 13：30〜15：30 1,900円

布細工同好会	
（パッチワークなど） 27日（金） 13：30〜16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 28日（土） 13：30〜16：30    700円テーマ／「地球にいいこと始めませんか」

講演会・作品展示・模擬店（食べ物・野菜・山野草）
フリーマーケット出店者募集中!!連絡お待ちしております


