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荒神谷博物館情報

■定例講演会 第151回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
3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♪

3月17日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『鷺銅山の実像に迫る～現地踏査録と問題の所在～』　
講師：椿 真治 氏(島根県教育委員会文化財課 調整官）

出雲弥生の森博物館情報
観覧無料

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～

「山城から探る佐田町の戦国時代」

３月１０日（土）３月１０日（土）

3月18日（日）14：00～16：003月18日（日）14：00～16：00講演会

企画展

ホール展示

第3回

◆講　師 ： 佐藤 仁志 氏
　（公益財団法人 日本野鳥の会 副会長）

14：00～16：0014：00～16：00

「コウノトリに学ぶ
　     出雲の自然」

◆講　師 ： 高屋 茂男 氏
　　　　  （県立八雲立つ風土記の丘 学芸課長）
◆受講料 ： 無料　

◆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。

今年度から３年間にわたって、ミニ企画展「出雲平野からみた縄文時代シリーズ」を開催します。
先史時代というと、とかく弥生時代や古墳時代に関心が向きがちですが、各地の発掘調査によって
縄文時代のくらしが次第に明らかになり、縄文時代への関心は、いま大いに盛りあがっています。
厳しい生活環境の中にありながら、自然と溶けあい、見事な縄文文化を築いた人々を出雲平野の遺
跡を中心に紹介していきます。
今年は、縄文時代の人々と大自然との関係を考えてみます。

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。

開催中～3月25日（日）開催中～3月25日（日）

観覧無料

郷土の歴史をシリーズで
紹介します。1回目は佐田
町を取りあげ、遺跡や出土
品、石橋和訓の作品などを
展示します。

『出雲弁だんだんかるた』
『島根郷土かるた』
『出雲神話かるた』
寒い冬はこたつでかるたは
いかがですか？

ミュージアムショップ通信
かるた各種あります♪ 『神楽写真展～第一章～幽玄の舞』

3月10日（土）
～5月21日（月）
3月10日（土）
～5月21日（月）

企画展

ふるさと今昔物語 その1
  －佐田町－

3月3日（土）～7月9日（月）3月3日（土）～7月9日（月）出雲平野からみる縄文時代シリーズ その１
『大自然に向きあう縄文人～遊動から定住へ～』

出雲市斐川町上ヶ谷遺跡出土
深鉢土器（縄文時代中期）▶

目田森林公園内の山城 高櫓城（たかやぐらじょう）跡

※電話・ＦＡＸ等でお申込みください。



出雲科学館の催し（2月）（3月）

企画展

出雲科学館にいろんなパズルが大集
合！あれ？これってパズルなんだ！
簡単なパズルから、
難しいパズルまで、
頭をしっかり回転さ
せて挑戦しよう。

参加無料

あれ？これ！パズル展あれ？これ！パズル展あれ？これ！パズル展あれ？これ！パズル展

9：30～17：30

サイエンスショ－ 参加無料

3月10日●土 
・ 11日●日  

①11：00～11：30
②14：00～14：30
③15：40～16：10

3月17日●土  ～ 4月8日●日  

風船 
BABABA BAN 大ショー 
風船 
BABABA BAN 大ショー 
風船 
BABABA BAN 大ショー 
風船 
BABABA BAN 大ショー 

身近な風船を使ったいろいろ
な実験にチャレンジします！
風船が割れたら…ごめんなさい。
いっしょに実験を楽しもう！

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

自由出入ものづくり

風でふんわり　
「ずぼんぼ」をつくろう！

風を受けて、ふわふわとふしぎな動
きをする「ずぼんぼ」を作ります。上
手に飛ばすためには、どうしたらい
いのかな？

3日(土)・4日（日）
【受付時間】

①  9:30～12:00
②13:30～16:00

25分
小学2年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

整理券実　験

牛乳が大変身！
カッテージチーズを
つくろう

牛乳の特徴やチーズができる仕組
みについて学び、カッテージチー
ズを作りましょう。
※牛乳を使用しますので、アレルギーの
ある方は参加の際にご注意ください。

3日(土)・4日(日)
10日(土)・11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

ペットボトルで
ブレスレットを
つくろう

ペットボトルをつかって、ブレス
レットを作ります。

17日(土)・18日(日)
21日(水・祝)

24日(土)・25日(日)

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

自由出入実　験

北はどっちだ？
方位磁針をつくろう

磁石の性質を調べ、方位磁針を作り
ましょう。

21日（水・祝）
24日(土)～27日(火)

【受付時間】 
①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

20分
小学3年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

自由出入ものづくり

ふしぎな動きの
コロコロカプセル

簡単でおもしろい、コロコロカプセ
ルを作りましょう。

26日（月）～29日（木）
4月3日(火)・4日(水)

【受付時間】 
①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

30分
小学2年生以下

保護者同伴
※学年は新学期のもの

自由出入ものづくり

北欧の飾り物
ヒンメリをストローで
つくろう

北欧のクリスマスシーズンの伝統的
な飾り物であるヒンメリをストロー
で作ります。

28日（水）～4月2日（月）
【受付時間】 

①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

20分
小学2年生以下

保護者同伴
※学年は新学期のもの

整理券木　工

つくってあそぼう！ 
タングラムパズル

正方形の板をのこぎりで切って、「タ
ングラム」というパズルを作ります。

30日(金)・31日(土) 
4月7日(土)・8日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

50分

各回先着16人 
小学3年生以下は1人に

つき保護者1人同伴
※学年は新学期のもの

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～

も う す ぐ 春 で す。 で も 夜 空 に は
冬 の 星 座 を 見 る こ と が で き ま す。 
春の前に、もう少しだけ冬の星空を
楽しんでみませんか。

24日（土） 19:00～21:00
※曇天時20:00まで

15組
中学生以下は
保護者同伴

※小学生未満入室禁止

3月11日(日) 無料

プログラミング  
親子でプログラミング
ゲームをつくってあそぼう！

大人も子どもも楽しめる♪スク
ラッチ（Scratch）でゲーム作りに
挑戦しよう！
※応募の際、希望時間を第２希望まで
明記してください。

21日
（水・祝）

①10:00～12:00 
②14:00～16:00

各回16人
小学1年生～6年生
小学生2人までに

つき保護者1人同伴

3月11日(日) 無料

この他にも、応募教室「木工応用講座（全５回）」（17日（土）・18日（日）・21日（水・祝）・
24日（土）・25日（日）※締切3月7日）、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「万華
鏡をつくろう」（10日（土）・11日（日）・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。

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。

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

〒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】3月5日（月）、12日（月）、19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）（3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】 10日(土） 9：30〜11：30    600円

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・祝） 13：30〜15：30 1,900円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
布細工同好会

（パッチワークなど） 23日（金） 13：30〜16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 24日（土） 13：30〜16：30    700円

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（3月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 まだまだ寒いこの季節、フォークダンスで身体を楽し
く動かしましょう。

2日・9日・23日・30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。 3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/
※昨年11月よりホームページをリニューアルしました。  

【休館日】火曜日
風の子楽習館（3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

焼いもと 
ポップコーンを

作ろう！

さまざまな規制によりなかなか体験できな
い焚き火による焼きいも。着火から体験し
てもらうと同時に、アルミ缶を活用したポッ
プコーン作りにも挑戦しよう！荒天中止

11日(日) 9：00〜12：00 25名（先着順） 3月1日(木)
  〜8日(木) 200円/人

フライングカップを
作って飛ばそう！

風の子楽習館でとっても面白いフライ
ングカップを作り、飛ばして的あてを
競います。

25日(日) 11：00〜12：05 30名（先着順）
4才〜小学生

3月15日(木)
 〜 23日(金) 100円/人

イベント名 内　　　　容 開催日 時　間 参加費
手引ヶ丘公園
わんぱく砦

リニューアル
イベント

手引ヶ丘公園内のわんぱく砦の改修が終わり一部リ
ニューアルオープンします。記念イベントとして人気の

「たきレンジャー」が悪者とたたかうよ！
25日(日)

10：00〜（集合時間9：45） 
集合場所は

手引ヶ丘公園のわんぱく砦
(雨天時は風の子楽習館)

無料

◆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 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（3月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

しいたけを育てよう 自分で育てた自家製の椎茸を楽しもう。   4日(日）  9：30〜 20人 一般  700円(1本)

野鳥観察会 出雲大社周辺の野鳥を観察しよう。 25日(日）  9：00〜 20人 一般・
子ども  無料 

アクティーフェスタ 2018 プレ開催・・・・・大音量音楽鑑賞会
＜作品展示＞洋裁・フラワーアレンジ・いけ花・パッチワーク・日本画etc
＜発表会＞フォークソング・フォークダンス・フラダンス・スペインの踊りetc
◆おたずね /  アクティーひかわ　☎ 72ー7411 

◆とき／3月4日（日）作品展示・発表会　　
◆場所／アクティーひかわ

入場料
無料
全席自由
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