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荒神谷博物館情報

■定例講演会 第155回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
7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♪

7月21日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：特別展関連講座1『奴国の交流と交易』　
講師：森本幹彦氏(福岡市博物館学芸員)

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 

ホール展示

ギャラリートーク

7月21日（土）7月21日（土）10：00～10：00～

ギャラリートーク

7月8日（日）7月8日（日）
10：00～10：00～

出雲市在住の写真愛好家による写真展。
近年撮影した写真のなかで、これぞ！と
いう逸品約20点を展示いたします。

これまで特別展「魏志倭人伝シ
リーズ」と題して、「一支国」「末
廬国」「伊都国」の国々の文化を
紹介、今年度は昨年度に続き、
「奴国（弐）」と称し「奴国」を支え
た人々に注目し外交やその生活
など「奴国」の実情に迫ります。

合併前の旧市町が紡いだ
歴史を紹介する企画展
「ふるさと今昔物語」シ
リーズ。今回は「多伎町・
湖陵町」を取り上げます。
田儀櫻井家たたら製鉄遺
跡（多伎町）や板津焼山遺
跡（湖陵町）などから出土
した遺物の展示を通し
て、それぞれのまちの魅
力に迫ります。

観覧無料

古事記に記載されている神
話を可愛らしいイラストで
紹介した絵本です。荒神谷
博物館も監修に関わってい
ます♪

ミュージアムショップ通信

『第６回 おらが自慢の
  逸品写真展』

好評開催中～7月9日（月）好評開催中～7月9日（月）

祝！重要文化財
上塩冶築山古墳の出土品

ギャラリー展

７月25日（水）
～９月3日（月）
７月25日（水）
～９月3日（月）

7月14日（土）～8月27日（月）7月14日（土）～8月27日（月）

6月30日（土）～7月29日（日）6月30日（土）～7月29日（日）

平成30年度　荒神谷博物館特別展
魏志倭人伝シリーズ Ⅴ

「奴国（弐）～クニを支えた人とモノ～」

▲田儀の
　まちなみと港

板津焼山遺跡　
出土土器▶

上塩冶築山古墳の　
主な出土品▶

出雲国風土記に載る『出雲御崎山』
みさきやま

い　 き　こく まつ

ろ こく こくい と

夏季企画展 重要文化財指定記念展

ふるさと今昔物語 
その2 －多伎町・湖陵町－
７月１４日（土）～９月２４日（月・振休）７月１４日（土）～９月２４日（月・振休）

終了まで
あとわずか！
終了まで
あとわずか！

お披露目！新発見の
『出雲国風土記』

印章集合（福岡市博物館所蔵）

『出雲神話絵本５冊セット』

な こく



出雲科学館の催し（7月）（7月）

イベント

科学にちなんだ約40のブースを用意し
ています。自由に回って科学の不思議や
楽しさを思いきり体験しよう！

7月28日●土

7月21日●土

・29日●日

参加無料

イベント 参加無料

主催／科学の縁結びネットワーク・科学の縁結び祭り実行委員会 

第１弾「『種』ってふしぎダネ！」

科学家 ひよこさん
（全日本科学漫才研究会）

所要時間30分

主催／科学の縁結びネットワーク

科学の祭典2018 「科学の縁結び祭り」科学の祭典2018 「科学の縁結び祭り」科学の祭典2018 「科学の縁結び祭り」科学の祭典2018 「科学の縁結び祭り」

9：30～16：00

①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
・22日●日

おもしろい科学実験に感動！いろんな科学
でビックリ！全国からやってきた達人たちの
熱い実験ショーをお楽しみください。

動くことができない植物。そんな植物が遠くまで種を運ぶ
方法を、クイズや実験をしながらたくさん紹介します。
第２～４弾は８月に開催します。

おもしろ！ビックリ！
サイエンスショー
おもしろ！ビックリ！
サイエンスショー
おもしろ！ビックリ！
サイエンスショー
おもしろ！ビックリ！
サイエンスショー

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

プラ板でキーホルダー
をつくろう	

プラ板に色鉛筆で絵を描いてキーホル
ダーを作ります。やさしい色合いのオ
リジナルキーホルダーを作りましょう。

6月23日(土)・24(日)
30日(土)・7月1日(日)

【受付時間】	
①		9:30～12:00	
②13:30～16:00

20分 小学3年生以下は
保護者同伴

整理券木　工

鳥とおしゃべり
バードコールをつくろう

木をつかって、鳥とおはなしするた
めの道具を作ります。小さなハンド
ルをひねると、てのひらの中で本物
の鳥が鳴いているみたい！

6月30日(土)・7月1日(日)
①10:30～	
②13:30～	
③15:30～

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

整理券実　験

電子レンジで
お豆腐をつくろう

豆乳とにがりを使って、電子レンジ
でお豆腐を作りましょう！
※大豆アレルギーのある方は参加の
　際にご注意ください。

7日(土)・８日(日)
14日（土）～16日（月・祝）

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

自由出入ものづくり

紙でステンドグラスを
つくろう	

切り絵でお花の形を作ったり、好き
な色の紙を貼りつけたりして、ステ
ンドグラスのようにカラフルな飾り
を作ってみましょう。

21日(土) ～25日(水)
【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

整理券実　験

音のひみつを調べよう
音の実験をしながら、涼しげな音が
鳴る風鈴を作りましょう。 21日(土) ～25日(水)

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

自由出入ものづくり

逆立ちするコマをつくろう！	
	

回転させると逆立ちをする不思議な
コマ。作って回してみましょう！！

7月26日(木)・27日(金)	
30日(月)～8月1日(水)

【受付時間】	
①		9:30～12:00	
②13:30～16:00

20分 小学3年生以下は
保護者同伴

整理券実　験

顕微鏡をつくって
探検！ミクロワールド

目には見えないミクロの世界を探検
しよう。小さなガラス玉で簡単な仕
組みの顕微鏡を作ります。

30日(月) ～8月3日(金）
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

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・環境 	
星空観察を楽しもう	
～春と夏の星座・月・木星・金星・土星～

季節が夏に変わるにつれて、夜空
には夏の星座がのぼってきていま
す。望遠鏡で月や惑星の観察もで
きます。

14日（土） 19:00～21:00
※曇天時は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

7月4日（水） 無料

レベルアップ☆サイエンス 	
星空の教室	
宇宙の広さを感じよう
※応募の際、希望日を第３希望まで
　明記してください。

ミニ太陽系を歩き、プラネタリウ
ムではもっと遠い宇宙を旅しま
す。後半は天体望遠鏡などを使っ
て実際に夏の星空を観察します。
(曇天・雨天の場合は、プラネタリ
ウムの上映などを行ないます。）

8月1日(水)
～3日(金)
・	5日(日)

18:30～20:40
(雨天時：

18:30～20:30）

各回18人
　小学４年生
～中学３年生

※小学生未満入室禁止

7月22日(日) 無料

この他にも、応募教室「木工創作教室」（15日（日）・22日（日）締切各７月５日（木）・12日（木））、ボランティ
アさんのわくわくかがくひろば「紙コップでつくるロボットアーム」（７日（土）・８日（日）・14（土）〜16日（月・
祝））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】7月2日(月)、9日(月)、17日(火)
※夏休み期間中は休まず開館します。
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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）（7月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
こんにゃく作り教室
【定員10人】お持ち帰りあり   1日（日） 10：00～13：00    900円

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

とうふ作り教室	
【定員15人】お持ち帰りあり 14日（土） 9：30～12：00    600円

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

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
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

野の花談議
【定員15人】課外授業 21日（土） 10：00～12：00    400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

夏休み子供工作教室
【定員10人】 29日（日） 10：00～12：00 工作内容に

よる

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（7月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 暑い夏を乗り切るため、フォークダンスで楽しみながら体力を
つけましょう。

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。 21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（7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
夜遊び探検隊④	
セミの羽化を
観察しよう！

夜の手引ヶ丘公園を散策しながら羽化しそう
なセミを探して観察してみよう！※雨天中止 14日(土) 19:00～21:00 10家族(先着順) 7月4日(水) 

～7月13日(金) 100円/人

風の子
親子キャンプ

親 子 で 協 力 し て2日 間 の キ ャ ン プ に 挑
戦 ! ! 竹 で 箸 や 食 器 を 作 っ た り、 自 然 の
中での体験を通じて親子の絆を深めよう。 
※テント泊をします。

8月4日(土) 
    ・5日(日)

集合1日目 
             9:00 

解散2日目
     16:00 

8家族 
(小学生を含む家族)

7月5日(木) 
～ 7月22日(日)

小学生
3,500円/人 

保護者
4,500円/人

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間：10：00〜17：30　※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

竹の水鉄砲作り他
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

夏休み工作体験
※7月6日(金)10:00より

電話受付開始

小学生の夏休みの工作をお手伝いします。エコな視点で自然素材などを
活用して、みんなの夏休み工作を応援します。なお、詳しい工作内容・
制作時間等についてはホームページ(6月下旬掲載予定)や電話にてご確認
のうえ、ご予約ください。 

7月21日(土)・26日(木)・
27日(金)・28日(土) 

8月9日(木)・10日(金)・
11日(土)・16日(木)・
17日(金)・18日(土)

①  9：30 ～ 16：00
②  9：00 ～ 12：00 
③13：00 ～ 16：00 

途中休憩有 
※①～③の制作時間は工作内容による

◆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（7月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

美味しいぶどうで
ジャムとジュースを作ろう

地元のデラウエアを使ってぶどうジャムとジュースを
作ります    ７日 (土）  ９：００～ 15人  一般 1,000円

万華鏡をつくろう 自分だけの万華鏡を作ります １５日 (日）  ９：３０～ 10人
 一般・子ども
（低学年は
保護者同伴） 

700円

<夏休み工作>
カードでトンボを作って飛
ばせてみよう

不 用 に な っ た カ ー ド を 使 っ て 竹 と ん ぼ な ら ぬ、 
カードトンボを作ります ２１日 (土）  ９：３０～ 20人

 一般・子ども
（低学年は
保護者同伴） 

200円

食品トレーがおしゃれ小物
に！！

食品トレーをデコペーパーやラメ等を使って、おしゃれ 
な小物雑貨を作ります ２２日 (日）  ９：００～ 20人  一般 600円

<夏休み企画>
湊原海岸でキス釣りを楽しもう

自然館周辺の海岸でキス釣りを楽しみます
　　　　　　　　　　　　　　（道具、えさ代含む） ２９日 (日）  ６：００～ 10人

 一般・子ども
（低学年は
保護者同伴） 

1,000円
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