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荒神谷博物館情報

■定例講演会 第150回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
2月18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♪

2月17日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『出雲山持遺跡の弥生土器の構成』　
講師：松山 智弘 氏(島根県埋蔵文化財調査センター）

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 

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～

「破鏡からみた弥生時代の社会構造」

開催中～2月26日（月）開催中～2月26日（月）

2月7日（水）
　～5月21日（月）
2月7日（水）
　～5月21日（月）

2月3日（土）2月3日（土）

2月12日（月・振休）14：00～16：002月12日（月・振休）14：00～16：00

ギャラリー展

講演会

企画展

ホール展示

第1回

◆講　師 ： 淺沼 政誌 氏（島根県教育庁文化財課企画幹）

ギャラリートーク 2月10日（土）10：00～2月10日（土）10：00～

14：00～16：0014：00～16：00

14：00～16：0014：00～16：00

『山持遺跡～宍道湖西岸の交流地』
巡覧！出雲平野の遺跡シリーズⅢ

「呪 う」
「出雲市内の民具と暮らし」

2月24日（土）2月24日（土）
第2回

◆講　師 ： 中村 唯史 氏
　　　　　 （島根県立三瓶自然館学芸員）

◆講　師 ： 南 健太郎 氏（岡山大学助教）
◆会　場 ： たいけん学習室
◆受講料 ： 無料　◆定員 ： 80名
※事前に電話・ファックス等でお申込みください。

◆受講料：３００円　◆定員：８０人
※事前に電話、ＦＡＸ、博物館ホームページでお申込みください。

「鷺銅山と石見銀山」

◆場所／２階テーマ展示ギャラリー　◆料金／無料（申込不要）

出雲平野にある遺跡を紐解くシリーズ第三弾。
山持遺跡では、朝鮮半島由来の土器をはじめ、吉備や瀬戸内方面など他地域から持ち込まれた土器が
あれば、急須のような注ぎ口を持つ注口土器と言う独特な土器が多数あります。また、水銀朱やガラス
製品など珍しい出土品も多数出土しており、さまざまな職人達や他地域の人たちが集まる賑やかな場
所であったこともうかがえます。今回は、出土した資料から見える交流や人々の生活をご紹介します。

出雲市在住の写真愛好
家【阿礼】が数年撮り続け
た、出雲神楽。
その世界観をお楽しみく
ださい。

2月10日（土）～3月25日（日）2月10日（土）～3月25日（日） 観覧無料

出雲の人びとが「祈り」に捧げる
ために使った品々に注目します。

出雲市斐川町出身の写真家、
植田英夫氏による、神々の国出
雲を王国、原風景、寺院・神社、
たたら、伝統工芸、伝統芸能と
全６章にわけ紹介する写真集。

ミュージアムショップ通信

写真集『悠久の流れ 簸の川』

大土地神楽保存会神楽方「荒神」

▲奉納山経筒

佐陀神能保存会「八重垣」

『神楽写真展～第一章～幽玄の舞』

ー中近世の出雲人の祈りー

ま  じ  な



出雲科学館の催し（2月）（2月）

3日●土・4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 
２月の出雲科学館は「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。毎週いろいろな教室に参加して、科学館を楽しもう！

イベント

整理券

自由出入

整理券

参加無料

大人のための理科学習 大人のための理科学習 大人のための理科学習 大人のための理科学習 特別企画 参加無料応募

◆所要時間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

①   9:45～ ②11:15～
③13:30～ ④15:30～
①   9:45～ ②11:15～
③13:30～ ④15:30～

10日●土～12日 月 振休

整理券

◆所要時間60分　◆各回先着16人
◆小学3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～

第3弾 第4弾

第1弾 第2弾

◆所要時間20分 ◆小学3年生以下は保護者同伴

24日●土・25日●日

プルプル香るオリジナル
芳香剤をつくろう
プルプル香るオリジナル
芳香剤をつくろう
プルプル香るオリジナル
芳香剤をつくろう
プルプル香るオリジナル
芳香剤をつくろう

整理券

◆所要時間40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

①   9:45～ ②11:15～
③13:30～ ④15:30～
①   9:45～ ②11:15～
③13:30～ ④15:30～

17日●土・18日●日

3日●土・4日●日・10日●土・11日●日●祝・12日 月 振休
17日●土・18日●日・24日●土・25日●日

【受付時間】
①   9:30～12:00
②13:30～16:00

【受付時間】
①   9:30～12:00
②13:30～16:00

回すと見える?!
キラキラしゃぼん玉
回すと見える?!
キラキラしゃぼん玉
回すと見える?!
キラキラしゃぼん玉
回すと見える?!
キラキラしゃぼん玉

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

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）

自由出入 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。

①10:30～ ②11:30～ ③13:00～
④14:00～ ⑤15:00～

◆所要時間20分程度 
◆各回先着８組（１組４人まで）

出雲科学館のオリジナル積み木「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！

出雲科学館では、小学３年生から中学３年生を対象に理科学習をしています。今回、第2
弾として小学５年生で学習する「ふりこのきまり」をご紹介します。ふりこには、大人も
びっくりの秘密が隠されているかも?!

第２弾 ふりこのきまり（小学５年生）第２弾 ふりこのきまり（小学５年生）第２弾 ふりこのきまり（小学５年生）第２弾 ふりこのきまり（小学５年生）
3月4日●日

①10:30～12:00 ②15:00～16:30
◆募集人数／各回30人 ※ただし、定員に満たない場合は当日先着順で受け付けます。　
◆対象／大人 ※子どもの同伴可 ◆締め切り／2月25日（日）
◆応募方法／下の「なるほど！教室」と同じです。　
　※応募の際、希望時間を第2希望まで明記してください。　

つくって知ろう!石鹸のひみつつくって知ろう!石鹸のひみつつくって知ろう!石鹸のひみつつくって知ろう!石鹸のひみつ ビー玉コロコロ　
クーゲルバーンをつくろう
ビー玉コロコロ　
クーゲルバーンをつくろう
ビー玉コロコロ　
クーゲルバーンをつくろう
ビー玉コロコロ　
クーゲルバーンをつくろう

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

自然・観察  
星空観察を楽しもう
～冬の星座・月～

寒さに負けずに星空を楽しみ
ましょう。晴れていればス
マートフォンのカメラで月の
写真も撮影できます。

24日（土）
18:30～20:30

※曇天の場合
  19:30まで

15組
中学生以下は
保護者同伴

※小学生未満入室禁止

2月14日(水) 無料

レベルアップ☆サイエンス 
～電気の教室～
トントン発電装置をつくろう!!
～圧電素子ってなんだろう!? ～

トントンと叩いて電気を作り
ながら実験してみましょう！
※応募の際、希望日時を第３希望
まで明記してください。

3月3日（土）
   ・ 4日（日）

①10:00～11:30
②14:00～15:30

各回16人
小学4年生～
中学3年生

2月21日(水) 無料

この他にも、応募教室「木工創作教室」（25日（日）※締切2月15日（木））、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」（10日（土）・11日（日・祝）・12日

（月・振休）・17日（土）・18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。

応募方法 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。なるほど！教室なるほど！教室

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】2月5日（月）、13日（火）、19日（月）、26日（月）
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〒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）（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】   3日(土） 9：30〜11：30    600円

韓国料理教室
「サムゲダン」【定員20人】11日（日・祝） 10：00〜12：00 1,700円

肥料用ボカシ作り
（10Kg持ち帰りできます） 17日（土） 13：30〜16：30 1,400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 17日（土） 13：30〜16：30    700円

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） 18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） 21日（水） 13：30〜15：30 1,900円

布細工同好会
（パッチワークなど） 23日（金） 13：30〜16：30    400円

野の花談議
【定員15人】 24日（土） 10：00〜12：00    400円

地元の無農薬大豆と米でみそ
作り教室（５㎏持ち帰り） 24日（土） 9：00〜13：00 4,500円

（昼食付）

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411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頭と身体を動かし、冬の寒さ
を吹き飛ばしましょう。

2日・9日・16日・23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 日本語を学び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。

3日（土）・10日（土）・24日（土） 14：00〜15：30
無料

8日（木）・22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。 17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（2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

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！
保護者の参加も可。

25日(日) 9：30〜11：30

8家族20名（先着順）
子ども〜大人

（小学3年生以下
は保護者同伴）

2月15日(木)〜
2月22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。

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　
ビニール凧

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 〜 16：15

1月・2月限定
特別体験学習

ドリルを使って原木に穴をあけ、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850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。)

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

◆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（2月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

雛人形づくり
デコトールでおひなさま飾りを作りましょう。
(和紙を使ったり、アクリル絵具で描いたりして可愛い
いおひなさま飾りを作ります)

  4日(日）  9：00〜 20人
一般・
子ども 
(子どもは

保護者同伴)

1,100円

環境にやさしい
紙ﾊﾞﾝﾄﾞ手芸

A4サイズのカゴを作りましょう。
（A4用紙や書類他が入ります！） 17日(土）  9：00〜 20人  一般 900円

生き物イラスト講座
(楽しくイラストを描い
てみよう)

動物や植物のかわいいイラストを簡単に描くコツを教
えます。好きな生き物の図鑑や写真を見ながら楽しく
描いて素敵な作品を持ち帰りましょう。

 25日(日）  10：00〜 20人
一般・
子ども 
(子どもは

保護者同伴)

500円
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