
２０１８年３月行事予定.xls

■平成３０年３月行事予定

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

2日（金） 出雲地区企業説明会 朱鷺会館 13：00～16：00 産業政策課 24-7620

４日（日） 大人のための理科学習 出雲科学館
①10：30～12：00
②15：00～16：30

出雲科学館 ２５－１５００

８日（木） 出雲ブランド商品工場見学ツアー 市内 13：15～17：00 商工振興課 ２１－６５４１

9日(金) 第18回工芸展・平成28年度公募展優秀作品展（～11日） 出雲文化伝承館
10：00～17：00
（最終日は16時まで）

文化スポーツ課
（公財）出雲市芸術文化振興

財団

21-7580

創業セミナー 出雲市科学館　多目的室 13：30～16：30 商工振興課 ２１－６５４１

地域包括ケアフォーラム
～年をとり誰かの助けが必要になった時、あなたはどうしますか？～

ビッグハート出雲
白のホール

13：30～16：00 医療介護連携課
出雲保健所        21-1190
医療介護連携課  21-6121

出雲中央図書館講演会
「法月綸太郎の仕事術」　　講師：法月　綸太郎　氏（ミステリ作家・評論
家）

出雲中央図書館
10：00～11：30
(開場　9：30～）

出雲中央図書館 21-6826

出雲市男女共同参画まちづくりネットワーク会議主催セミナー
しゃべってみよう仕事の話～働き方改革ってなんだろう？～

出雲商工会館大ホール 14：00～16：00 市民活動支援課
出雲市男女共同参画センター

22-2055

出雲弥生の森博物館企画展
「ふるさと今昔物語　その１－佐田町－」（～5/21）

出雲弥生の森博物館 9：00～17：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

出雲弥生の森博物館 文化財保護審議会委員講座　第3回
　「コウノトリに学ぶ出雲の自然」　講師：佐藤　仁志　氏（日本野鳥の会副
会長）

出雲弥生の森博物館 14：00～16：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

サイエンスショー　「風船　ＢＡＢＡＢＡ　ＢＡＮ　大ショー」（～11日）
出雲科学館
サイエンスホール

①11：00～11：30
②14：00～14：30
③15：00～15：30

出雲科学館 ２５－１５００

11日(日)
ケータイ・クローン2018　～きみはひとりじゃない～
出演：劇団Ｙプロジェクト

スサノオホール
14：00開演
（13：30開場）

文化スポーツ課
ＮＰＯ法人スサノオの風
84-0833

17日（土） 外国人住民のための防災研修 出雲市消防本部 10：00～14：30
文化国際室、防災
安全課、消防本部

文化国際室
２１－６５７６

１０日（土）

【平成３０年２月１３日現在】
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期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

荒神谷博物館定例講演会
『文化財この一年(仮称)』　講師：椿真治氏（島根県教育委員会文化財
課）

荒神谷博物館 13：30～15：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

あれ？これ！パズル展(～4/8） 出雲科学館 9：30～17：30 出雲科学館 ２５－１５００

18日(日)
25日(日）

出雲の春音楽祭２０１８（2日間開催） 大社文化プレイスうらら館
いずれも14：30開演
　　　　　（14：00開場）

文化スポーツ課
（公財）出雲市芸術文化振興

財団

21-7580

島根半島・宍道湖中海ジオパークシンポジウム くにびきメッセ小ホール 13:00～16:30 政策企画課 ２１－６６１４

出雲弥生の森博物館企画展関連講座
「山城から探る佐田町の戦国時代」
講師：高屋茂男氏（島根県立八雲立つ風土記の丘　学芸課長）

出雲弥生の森博物館 14：00～16：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

荒神谷博物館　風土記談義　出雲国風土記編 荒神谷博物館 10：00～12：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

第３回JR旧大社線ウォーク JR出雲市駅→旧大社駅 8：30～13：00 観光課 ２１－６５８８

講演会「手話に触れてみよう！～初めての方の手話講座～」 市役所　くにびき大ホール 10：00～12：00
福祉推進課
市民活動支援課

福祉推進課
２１－６９５９

出雲弥生の森博物館　市民ギャラリー展
「よすみちゃんと弥生の森の四季～折り紙リースで飾る春夏秋冬展」
（～4/9）

出雲弥生の森博物館 9：00～17：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

花と緑の日本画展（～5月中旬） 出雲文化伝承館
9：00～17：00
休館日：月曜日

文化スポーツ課
出雲文化伝承館
21-2460

出雲弥生の森博物館 文化財保護審議会委員講座　第2回
　「鷺銅山と石見銀山」　講師：中村　唯史　氏（島根県立三瓶自然館学芸
員）

出雲弥生の森博物館 14：00～16：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

現代日本画　巨匠30人展　―佐藤美術館コレクション―（～5/13） 出雲文化伝承館
9：00～17：00
休館日：月曜日

文化スポーツ課
出雲文化伝承館
21-2460

ＦＤＡ出雲＝静岡線就航記念式典 出雲縁結び空港 未定 交通政策課 21-6819

２０１８出雲縁結び空港　春祭り 出雲縁結び空港 10：00～15：00 交通政策課 21-6819

21日（水・祝）

17日（土）

25日（日）

18日(日）

24日（土）



２０１８年３月行事予定.xls

【平成３０年２月１３日現在】

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ

25日（日） 小中学生向けプログラミング教室 出雲科学館　多目的室
10：00～12：00
14：00～16：00

商工振興課 ２１－６５４１

26日（月） 市長定例記者会見 市役所3階 市民応接室 13：30～14：30 広報情報課 ２１－８５７８

27日(火) 平成29年度出雲市市民文化賞表彰式 市役所3階 市民応接室 10：00～11：00 文化スポーツ課 21‐6514

出雲市役所　ロビーコンサート 市役所１階 ロビー 12：20～12：50 文化スポーツ課
出雲芸術アカデミー
21-6371

出雲市原子力発電所環境安全対策協議会 市役所　くにびき大ホール 9：30～11：30 防災安全課 ２１－６６０６

28日(水) やさしい医工連携シンポジウム
ビッグハート出雲　白のホー
ル

13：30～16：30 商工振興課 ２１－６５４１

31日(土)
マツオヒロミ展　－百花繚乱－
～郷土出身、今、最も注目を集めるイラストレーター～（～5/6）

平田本陣記念館
9：00～17：00
休館日：火曜日

文化スポーツ課
平田本陣記念館
62-5090

写真家　古川誠×ポスター展（～18日) 平田本陣記念館
9：00～17：00
休館日：火曜日

文化スポーツ課
平田本陣記念館
62-5090

ひらたｄｅまちゼミ（～25日） 平田町内商店街 － 商工振興課
平田商工会議所
６３－３２１１

出雲弥生の森博物館ギャラリー展
「呪（まじな）う－中近世の出雲人の祈り－」（～5/21）

出雲弥生の森博物館 9：00～17：00 文化財課
出雲弥生の森博物館
25-1841

荒神谷博物館ホール展示
『神楽写真展～第一章～幽玄の舞』（～25日）

荒神谷博物館 9：00～17：00 文化財課
荒神谷博物館
72-9044

開催中

28日(水)


