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荒神谷博物館情報

■定例講演会 第147回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
11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♪

11月18日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『山陰弥生時代のガラス玉（仮）』　
講師：景山このみ主事(出雲市文化財課）

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 

『山中鹿介』

日本遺産認定記念　

とぶとりの飛鳥とやくもたつ出雲 その一

日が沈む聖地の考古学

11月18日（土）～2018年2月26日（月）11月18日（土）～2018年2月26日（月）

ギャラリー展
第52回

11月11日（土）14：00～16：0011月11日（土）14：00～16：00

11月19日（日）10：00～15：30
スサノオホール（佐田町）
11月19日（日）10：00～15：30
スサノオホール（佐田町）

企画展

ホール展示

◆講　師／花谷　浩 館長　◆受講料／３００円　◆要申込

◆入場料／前売り４００円（当日券５００円）
　　　　　中学生以下無料

ギャラリートーク 11月4日（土） 10：00～11月4日（土） 10：00～

出雲の平野シリーズ3『山持遺跡』

◆場所／２階 テーマ展示ギャラリー　　◆料金／無料（申込不要）

出雲市無形文化財発表会

館長講座

開催中～
2018年
2月5日（月）まで

開催中～
2018年
2月5日（月）まで

大社町日御碕 ひろげ遺跡遠景▶

ミュージアム
ショップ通信

出雲の平野にある遺跡を紐解く、「出雲の平野シリーズ」。
今回は、国道４３１号東林木バイパス改築等に伴い調査された「山持遺跡」をご紹介いたし
ます。おびただしい数の土器が見つかった山持遺跡では、朝鮮半島由来の土器や吉備、丹
後といった他地域との交流が盛んであったことを示す遺物も見つかっています。

不撓不屈の精神で一生を貫
き通した山中鹿介幸盛の生
きざまを描いた書籍です。

貴重な文化遺産として無形文化財に指定
されている神楽や獅子舞など、地域の伝統
芸能が一堂に会し、華々しく上演します。神
話のふるさと「出雲」
に息づく技と心をご
体感ください。

『身近にいる野鳥写真展』
斐川町在住の吉岡直樹氏による写真展。
日本野鳥の会 会員。なるべく動きのある写真を撮る
よう心掛けて撮影した約４０点の写真をぜひご覧くだ
さい。

出雲弥生の森博物館、スサノオホール
ラピタ本店、市内各文化ホールほか
【問合せ】文化財課  ☎21-6893

=======前売り券販売所=======

ざんもち い せき

11月5日（日）～12月24日（日）11月5日（日）～12月24日（日） 観覧無料

※かわいい子ども神楽
の上演もあります。
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出雲科学館の催し（11月）（11月）

所要時間
各20分

イベント

輪ゴムを使って動く車（ゴム・ワン カー）で、どれだけ遠くまで走らせることができるか、
距離を競います。だれよりも遠くへ、まっすぐ進むゴム・ワン カーを作って参加しよう！
（この車は、チャレンジ教室「ゴムで動く車をつくろう」で作ることができます）

南極の自然や生き物たち、観測隊の生活の様子を紹介します。

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1週間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。

再生医療やiPS細胞の研究にふれながら、再生医療
に関するリスクや誤認識についてご紹介します。

☆規定をクリアした車であれば、チャレンジ教室で作った車でなくてもグランプリに 参加できます。教室で作った車も規
定内であれば改造可能です。
☆詳しいルールはホームページをご覧ください。 ☆ゴム・ワン グランプリは、2006年に姫路科学館で始まった競技会です。

参加無料

イベント 参加無料

ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館
ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館
ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館
ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館

南極体験！南極体験！南極体験！南極体験！～南極っていったい
　　　　どんなところ！？～
～南極っていったい
　　　　どんなところ！？～
～南極っていったい
　　　　どんなところ！？～
～南極っていったい
　　　　どんなところ！？～

（①10：00～12：00 ②13：30～15：30）

14：00～16：00

11月21日●火
11月26日●日

11月2３日●木●祝・25日●土・26日●日

～26日●日

講演会 参加無料

『知ってみたい
  再生医療のホントのところ』
『知ってみたい
  再生医療のホントのところ』
『知ってみたい
  再生医療のホントのところ』
『知ってみたい
  再生医療のホントのところ』

11月18日●土

11月26日●日
※時間内自由出入※時間内自由出入

主催／出雲市、出雲市教育委員会

講
　師

対　象

しめきり

定　員

八代 嘉美 氏 京都大学 iPS細胞研究所 
上廣倫理研究部門 特定准教授

松崎 有未 氏
小学5年生以上
11月8日（水）

必要記入事項
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

150人
島根大学 医学部 生命科学講座教授

〈写真展〉

〈サイエンストーク〉 〈プラネタリウムでオーロラ上映〉
①10:30「南極の動物と自然」　
②13:30「南極昭和基地の生活」　　
③15:30「南極での仕事」

①11:30 ②14:30
③16:30 各回先着35人

日本再生医療学会リスクコミュニケーションシンポジウム日本再生医療学会リスクコミュニケーションシンポジウム

各トークの後は南極の氷や、
防寒服の体験ができます。

受付時間 ①10：00～11：30 ②13：30～15：00

協力：国立極地研究所

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

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。 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

整理券実　験

あったか科学実験
使い捨てないカイロをつくろう

温度が変わる実験を体験します。
科学の力を利用して、暖かくなる
使い捨てないカイロも作ります。

3日(金・祝)～5日(日)
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

整理券ものづくり  
～ゴム・ワン グランプリに
チャレンジ！～
ゴムで動く車をつくろう

ゴムの力で走る車を作ります。毎
年恒例となった「ゴム・ワン グラ
ンプリ in出雲科学館」にもチャレ
ンジしてみましょう！

11日（土）、12日（日）
18日（土）、19日（日）

23日（木・祝）、25日（土）

①10:30～
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

自由出入実　験

クリップモーターをつくろう
モーターの仕組みを学び、クリッ
プモーターを作ります。

23日(木・祝)
25（土）、26日(日)

12月2日(土)、3日(日)

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

25分 小学3年生以下は2人まで
につき保護者1人同伴

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  
ミニリニアモーターカーを
つくろう  

講師：曾我部國久さん
磁力の反発を応用したリニアモーターカー
の原理を理解するために、ミニリニアモー
ターカーを自作して走らせてみます。

23日(木・祝) 10:00～12:00
20人

小学3年生以上
※小学4年生以下

は保護者同伴
11月13日(月) 無料

ものづくり  
カラフルちょうちょうを
飛ばそう

講師：曾我部國久さん
ヨーヨーの原理を利用してカラフ
ルなちょうちょうを飛ばします。

23日(木・祝) 14:00～16:00
20人

小学3年生以上
※小学4年生以下

は保護者同伴
11月13日(月) 無料

自然・環境

星空観察を楽しもう
秋の星座・月

秋の夜空に輝く星座を探します。
望遠鏡で月のクレーター観察もで
きます。

25日（土） 18:00～20:00
※曇天時は19:00まで

15組
※中学生以下は

保護者同伴
※小学生未満入室禁止

11月16日(木) 無料

ものづくり  
レザークラフト教室

「札入れ」

講師：壺倉邦子さん
革に刻印で模様を描き、染色して、
革製の札入れを作ります。

28日(火) 10:00～ 12:30 15人
大人のみ 11月17日(金) 2,500円

この他にも、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「がりがりトンボをつくろう」（11日（土）・12日（日）・18日（土）・
19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。
応募の際、希望日時を第2希望まで明記してください。

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。

〒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】11月6日（月）、13日（月）、20日（月）、27日（月）

なるほど！教室なるほど！教室

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


