
出雲科学館の催し（2月）（4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

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！～

9：30～17：303月16日●土  ～ 4月14日●日  

2019年度
『子ども天文クラブ』
2019年度
『子ども天文クラブ』
2019年度
『子ども天文クラブ』
2019年度
『子ども天文クラブ』

◆対象／小学4年生～中学3年生　
◆申込締切／4月14日（日） 
◆年会費／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。

写真提供：島根県立三瓶自然館サヒメル

この他にも、応募教室「木工創作教室」（10日（水）・14日（日）※締切各4月1日（月）・4月４日（木））、ボラ
ンティアさんのわくわくかがくひろば「紙コップロケット」（13日（土）・14日（日）・20日（土）・21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
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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】4月8日（月）、15日（月）、22日（月）
　　　　※春休み期間中は毎日開館

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

整理券ものづくり

化石展関連教室
カラフル化石の
レプリカをつくろう

お湯で柔らかくなるカラフルな
プラスチックで、本物そっくり
な化石のレプリカを手作りしよ
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

各回先着24人 
小学4年生以下は2人まで

につき保護者1人同伴 
※学年は新年度のもの

自由出入ものづくり

春の草花でしおりを
つくろう

暖かい陽気になり、科学館のまわ
りでは春の草花が芽吹いてきまし
た。いろいろな草花を観察しなが
ら、しおりを作りましょう。

3月28日(木)
～4月2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

保護者同伴
※学年は新年度のもの

自由観覧イベント

展示体験プラザ
ガイドツアー

出雲科学館の展示体験プラザを
探検しよう！簡単な実験をしな
がら、展示体験装置の解説を行
います。

2日(火)～5日(金)

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

15分 自由観覧

自由出入実　験

顕微鏡で見てみよう

目で見ることができない小さな
ものや、細かい部分を見ること
ができる顕微鏡を使って、身近
なものを観察してみましょう。

3日(水)～7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
3人までにつき
保護者1人同伴

整理券ものづくり

立体マーブリングに挑戦

きれいな模様を紙に写し取ること
が出来るマーブリング。絵の具が
水に浮く原理を実験で確かめなが
ら、紙コップに模様を写して「立
体マーブリング」に挑戦しよう！

4月20日(土)
     21日(日)
5月11日(土)
     12日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

40分
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

自由出入ものづくり

空飛ぶ種をつくろう

植物の種にはいろいろな形をし
たものがあって、中には空を
飛ぶ種もあります。種の模型を
作って、どのように飛んでいく
のか確かめてみよう！

4月27日(土)
～5月1日(水･祝)

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

25分 小学2年生以下は
保護者同伴

自由出入木　工

糸のこ盤で木の
ストラップをつくろう

糸のこ盤を使って木のストラッ
プを作ります。好きな形を板
に描いて機械で切り抜いてみま
しょう。切り口をきれいに磨い
たら、紐を通して完成です！

4月27日(土)
～5月1日(水･祝)

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

30分
小学3年生以下は
3人までにつき
保護者1人同伴

自由参加イベント

出雲科学館クイズラリー

出雲科学館の展示に関するクイ
ズラリーに挑戦して、くじびき
にチャレンジ!! 楽しく学びなが
ら、科学グッズをゲットしよう。

4月27日(土)
～5月6日(月・振休)

ワークシート
配布時間

9:30～17:00
ー 自由参加

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 
～冬の星座・月・火星～

冬の星座を探しながら、望遠
鏡で月や火星を観察しましょ
う。

13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

4月1日(月) 無料
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出雲弥生の森博物館情報

博物館内 博物館外

出雲弥生の森まつり2019出雲弥生の森まつり2019

◆地元にぎわいコーナー
　屋台村
　わたがしサービスなど
◆野外あそびコーナー
　吹き矢
　マテバシイ飛ばしなど

◆キャラ探し
　博物館内に隠れているキャラクターを探そう！
　全部見つけると素敵なプレゼントがあるよ！

◆火起こし体験　　　　　
◆西谷墳墓群ガイドサービス

10：00～15：00

10：00～15：00

協力：弥生の森おおつ、大津商工振興会、めめの会、
　　 出雲王墓の里文化財ガイドの会、三葉園ほか
※イベントの内容・日程は変更になる場合があります。

　詳しくは出雲弥生の森博物館ホームページをご覧ください。

　なお、イベントによっては、一部有料のものがあります。

▲屋台村

▲吹き矢

▲火起こし体験

▲Ｘ＋（エクスト）

▲渡邊名誉館長

▲博物館探検隊 ▲よすみちゃんクイズ

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 よすみちゃん

〒693-0011 大津町2760
☎25-1841　FAX 21-6617 

好評開催中～5月27日（月）好評開催中～5月27日（月） 春季企画展

「ふるさと今昔物語 その3
          －平田地域－」「こしムラのレキシ

 ～古代の古志遺跡群～」

好評開催中～5月20日（月）好評開催中～5月20日（月）

速報展

「『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－」

ろっ  こつ いだ
好評開催中～6月3日（月）好評開催中～6月3日（月）

ギャラリー展

ギャラリートーク
4月20日（土）10：00～4月20日（土）10：00～ ※申込みは不要

ギャラリートーク
3月30日（土）・4月27日（土） いずれも10：00～3月30日（土）・4月27日（土） いずれも10：00～

※申込みは不要
関連講座

5月6日（月･振休）14:00～16:005月6日（月･振休）14:00～16:00
※事前申込みが必要
◆講師：三原一将（市文化財課）

▲下古志遺跡の発掘調査

◆喫茶コーナー

◆講座

◆出雲商業高校
　書道パフォーマンス

テーマ
「出雲弥生の森博物館と西谷墳墓群」
講師：渡邊 貞幸 氏 （出雲弥生の森博物館名誉館長）

10:00～15:0010:00～15:00

◆缶バッジ・まが玉づくり
　体験コーナー 10:00～15:0010:00～15:00

10:00～10:00～

◆ものづくり体験が大集合！
　古代体験フェスティバル

13:30～16:0013:30～16:00

11:00～12:0011:00～12:00

４月28日 日

４月28日 日

４月28日 日

◆ライブ
　【ボーカルデュオ】Ｘ＋（エクスト）

　10:00～、13:00～　10:00～、13:00～

◆博物館探検隊 11:00～12:0011:00～12:00

◆よすみちゃんクイズ 14:00～15:0014:00～15:00

４月29日 月・祝

・ 29日 月・祝

5月3日 ～5日日・祝金・祝

「遺跡が語るこしムラのレキシ
  ー古志遺跡群の様相ー」

スーパー

小学生向け！ ▲書道パフォーマンス


