
■定例講演会 第163回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
3月17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Facebookをご覧ください♪

3月16日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『島根半島の東西の仏たちー仏谷寺と萬福寺ー』　
講師：的野 克之 氏(古代出雲歴史博物館 参与)

出雲弥生の森博物館情報

ろっ   こつ いだ

受講
無料

出雲弥生の森博物館
http://www.city.izumo.shimane.jp/yayoinomori
メールアドレス：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・観覧料   無料

〒699-0503　斐川町神庭873-8
☎72－9044　FAX 72－7695

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） 荒神谷博物館FB 検索

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 

平田遺跡出土縄文土器／所蔵：雲南市教育委員会▶

神門横穴墓群第10支群肋骨状加工のある横穴墓 

上島古墳（国富町）の石室▶

古志遺跡群（南から）

関連講座

「出雲市久多美地区の誇るべき歴史遺産
ー古代文化、不昧公の巨石運搬、そして明治の米｢北部｣などー」
「出雲市久多美地区の誇るべき歴史遺産
ー古代文化、不昧公の巨石運搬、そして明治の米｢北部｣などー」

14：00～16：0014：00～16：00

10：00～10：00～10：00～10：00～

10：00～14：0010：00～14：00

※事前申込みが必要※事前申込みが必要
◆講師 ： 宍道 正年 氏（元島根県埋蔵文化財調査センター所長）

※申込みは不要

「ふるさと今昔物語 その３
  －平田地域－」

「「肋骨」に抱かれて
  －平成30年度神門横穴墓群第10支群の調査から－」

「こしムラのレキシ
  ～古代の
  古志遺跡群～」3月17日（日）3月17日（日）

ギャラリートーク 3月30日（土）3月30日（土）
※申込みは不要

ギャラリートーク
3月9日（土）3月9日（土）

荒神谷博物館情報

好評開催中～6月3日（月）好評開催中～6月3日（月）
3月9日（土）～5月20日（月）3月9日（土）～5月20日（月）

速報展

2月27日（水）2月27日（水）～5月27日（月）～5月27日（月）ギャラリー展

春季企画展

「ふるさと今昔物語」の第３
弾、今回は平田地域を取り
あげます。考古資料を中心
に、古くから人やモノが行
き交った、豊かな歴史に注
目します。

観覧無料

参加無料

参加無料

自然の猛威に耐え抜いた縄文人にクローズアップしたシリーズ全3回の第2回目は縄文時代後期の
磨消縄文法と呼ばれる土器装飾の中に見られる海馬文様の変化を追います。

期間中無休

出雲国風土記に記載されている“薬草”な
どの説明パネルを展示いたします。
また、『出雲国薬草とくらし』パンフレットの
配布も致します。

ホール展示講演会

荒神谷博物館春の企画展　出雲平野から見る縄文時代ｼﾘｰｽﾞ2

ワークショップ
出雲国⇔一支国プロジェクト

3月2日（土）～7月8日（月）3月2日（土）～7月8日（月）

3月23日（土）～4月22日（月）3月23日（土）～4月22日（月）

3月2日（土）3月2日（土）

13：30～15：3013：30～15：30

『海馬文様の展開～縄文時代後期の出雲ブランド～』

『古代出雲の薬草再発見』

講師：神田博史
　　 (広島国際大学医療栄養学部教授)
◆要申込み　
◆先着100名

3月3日（日）3月3日（日）

『日常に
  活かす薬草』★アロマストーン作り　

★シェルボトル作り

10：00～12：0010：00～12：00

いきものに会いに行こう
シリーズ３

3月2日（土）3月2日（土）
カスミサンショウウオなど

出雲国薬草とくらしプロジェクト
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出雲科学館の催し（2月）（3月）

会員
募集

企画展

出雲には昔どんな生き物が住んでいた
んだろう？ 本物の化石を観察しなが
ら、はるか昔の世界をのぞいてみよう！
協力：海士町教育委員会
　　　奥出雲多根自然博物館
　　　来待ストーンミュージアム
　　　島根県立三瓶自然館サヒメル
　　　島根大学総合博物館

島根県で発見された化石をはじめ、様々な化石について
学びましょう。化石を手がかりに、私たちが生活している
大地がどのように形作られてきたのか探っていきます。
講師：栃木県立博物館 学芸員 河野重範 さん

観覧無料

観覧無料

化石展
～化石にタッチ！昔をウォッチ！～
化石展
～化石にタッチ！昔をウォッチ！～
化石展
～化石にタッチ！昔をウォッチ！～
化石展
～化石にタッチ！昔をウォッチ！～

化石から探る島根の大地の生い立ち化石から探る島根の大地の生い立ち化石から探る島根の大地の生い立ち化石から探る島根の大地の生い立ち

9：30～17：30

14：00～14：50

サイエンスショ－

サイエンストーク

参加無料

3月9日●土  ・ 10日●日  
①11：00～ ②14：00～ 
③15：40～

3月16日●土  ～ 4月14日●日  

3月23日●土  ・ 24日●日  

平成３１年度
『出雲少年少女発明クラブ』
『子ども天文クラブ』

平成３１年度
『出雲少年少女発明クラブ』
『子ども天文クラブ』

平成３１年度
『出雲少年少女発明クラブ』
『子ども天文クラブ』

平成３１年度
『出雲少年少女発明クラブ』
『子ども天文クラブ』

ふしぎ大好き「あっちゃん」と、
わくわく大好き「ちこちゃん」が
空気や水を使ったいろんな “ふし
ぎ” を実験しながら紹介するよ。
みんなも一緒に、わくわくしなが
ら “ふしぎ” にふれてみよう！

◆対象／小学4年生～中学3年生　
◆申込締切／〈発明クラブ〉３月２９日（金）・〈天文クラブ〉4月14日（日） 
◆年会費／各３,０００円
※活動日時や申込方法など、詳しくはホームページをご覧ください。

所要時間：30分

あっちゃん・ちこちゃんの
わくわくサイエンスショー
あっちゃん・ちこちゃんの
わくわくサイエンスショー
あっちゃん・ちこちゃんの
わくわくサイエンスショー
あっちゃん・ちこちゃんの
わくわくサイエンスショー

教　室　名 開催日 開催時間【所要時間】 参加人数・対象

整理券実　験

おもちであられをつくろう
2日(土)・  3日(日) 
9日(土)・10日(日)

　①10:00～ ②11:00～ 
　③13:00～ ④14:00～ 
　⑤15:00～【30分間】

各回先着24人 
小学3年生以下は3人までにつき

保護者1人同伴
整理券実　験

プログラミングに挑戦！
センサーを使ってロボットを動かそう

16日（土）・17日（日） 
21日（木・祝） 

23日（土）・24日（日）

　①10:30～　 
　②13:30～　 
　③15:30～【60分間】

各回先着18人 
小学4年生以下は1人につき

保護者1人同伴

自由出入ものづくり

記録に挑戦！コマ回し 
21日(木・祝)

23日(土)～27日(水)

［受付時間］
①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

【30分間】

小学3年生以下は3人までにつき
保護者1人同伴

自由出入ものづくり

太古の地球儀をつくろう 25日（月）～29日（金）

［受付時間］
①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

【20分間】

小学3年生以下は保護者同伴

整理券ものづくり

カラフル化石のレプリカをつくろう

3月30日(土)・31日(日) 
4月  6日(土)・  7日(日) 
     13日(土)・14日(日)

　①10:30～ 
　②13:30～ 
　③15:30～【50分間】

各回先着24人 
新年度の学年で小学4年生以下は

2人までにつき保護者1人同伴

この他にも、応募教室「木工応用講座（全５回）」16日（土）・17日（日）・21日（木・祝）・23日（土）・24日（日）
※締切3月6日（水）、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「つくろう！手作りくす玉」（9日（土）・10日
（日）・16日（土）・17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

化
石
展
関
連
教
室

化
石
展
関
連
教
室

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。
※応募の際、希望の日を第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。

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4日（月）、11日（月）、18日（月）

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  
つくって学ぼう・
化石の複製方法

歯科用の特殊な素材を使っ
て、アンモナイト化石のレプ
リカを作ります。
講師：栃木県立博物館 
　　 学芸員 河野重範 さん

23日(土)
24日(日) 10:00～12:00

各回16人
小学生以上

※小学3年生以下は
　2人につき保護者
　1人同伴

3月10日(日) 無料

実　験  
石の中から
化石を見つけよう！

天然の岩石を割って、植物の
化石を探してみましょう。見
つかった化石は、持ち帰るこ
とができます。

30日(土)
31日(日)

①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回12人
小学生以上

※小学生は1人につき
　保護者1人同伴

3月17日(日) 300円
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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
※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】   2日(土） 9：30〜11：30    600円

初めての水彩画教室   3日（日） 10：00〜12：00 1,000円

新聞やチラシでお洒落な
エコバッグを作ろう！   5日（火） 10：00〜12：00    400円

韓国料理教室
（韓国ギョーザとトッポギ） 10日（日） 10：00〜13：00 1,500円

出雲産マコモを
使ってお香作り！ 17日（日） 10：00〜12：00    800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） 17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） 20日（水） 13：30〜15：30 1,900円

布細工同好会
（パッチワークなど） 22日（金） 13：30〜16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 23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。

1日・8日・22日・29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の人のための教室です。
楽しくご指導します。

2日（土）・9日（土）
23日（土） 14：00〜15：30

無料
14日（木）・28日（木） 19：00〜20：30

〒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（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

探鳥会

スズメ・カラス・セキレイ等、手引ヶ
丘公園内に生息している鳥を観察しそ
の鳥の特徴を学びます。また、家のま
わりでも観察できるよう、持ち帰り用
の簡易望遠鏡を制作します。 

23日(土) 9：30〜12：30 10 〜 12名
(先着順)

3月15日(金) 
 〜21日(木・祝) 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 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 自家製の椎茸を育ててみよう。 10日(日）  9：30〜 20人 一般  900円(1本)

可愛い五月の
節句飾りを作りましょう

こいのぼりや兜を和紙でデコしたりペイントをして節
句飾りを作ります。 17日(日）  9：00〜 15人 一般  1,200円

野鳥観察会 出雲大社周辺の野鳥を観察しよう。 24日(日）  9：00〜 20人 一般・
子ども  無料 

アクティーフェスタ 2019
＜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・書道など
＜発表会＞　
フォークソング・日本舞踊・フォークダンス・フラダンス・スペインの踊りなど
◆おたずね /  アクティーひかわ　☎ 72ー7411 

◆とき／3月3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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