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■定例講演会 第164回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
4月21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♪

4月20日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：春の企画展関連講座『鳥取県の縄文文化(仮)』　
講師：酒井 雅代 氏 (鳥取県立博物館 学芸員)

荒神谷博物館情報

申込み・おたずね／出雲の國ツーデーウオーク実行委員会事務局（斐川第１体育館内）☎７２－８８０９

荒神谷博物館 春の企画展

ホール展示

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（タツノオトシゴ）文様の変化を追います。

　「歩いて感じるふるさとのあたたかさす
ばらしさ！」をテーマに、オールジャパンウ
オーキングカップ認定大会である「出雲の
國ツーデーウオーク」を開催します。歩いて
いただくコースは、美しい日本の歩きたく
なるみち５００選に認定されています。しじ
み汁やぜんざい等の振舞いもあります。皆
さんお誘いあわせのうえご参加ください。

古事記を紐解き、光と影で描く日本の神々の物語
の影絵展示。ヤマタノオロチの尾から出た剣は、
皇位継承の儀式で使われます。歴史的な節目に、
影絵で描く古事記の世界をぜひご覧ください。

4月26日（金）～5月27日（月）4月26日（金）～5月27日（月）

4月27日（土）4月27日（土）

影絵アニメ上映会

『しらみずさだこ 影絵展
 ～光と影で描く古事記の世界～』

開催中～7月8日（月）開催中～7月8日（月）
出雲平野から見る縄文時代シリーズ2
『海馬文様の展開～縄文時代後期の出雲ブランド～』

５月３日（金・祝）
● 出西コミュニティセンター（受付、スタート、ゴール） ● ７：００受付開始、８：００出発

５月4日（土・祝）
● 出雲市役所（受付、スタート、ゴール） ● ７：００受付開始、８：００出発

①ツーデー（５月３、4日の２日間）に参加の人
　一般2,500円（18歳未満1,000円）
②１日だけ（5月3日または5月4日）参加の人
　一般2,000円（18歳未満1,000円） ※小学生以下は、保護者同伴とします。

　一般の人の当日受付は５００円増になります。

出雲路一周 １３ｋｍ、２０ｋｍ、３０ｋｍコース

と　き

参加費

斐川町一周 ４２．１９５ｋｍコース

申込期限／
４月8日（月）必着

第１8回
神々のふるさと出雲の國ツーデーウオーク

〒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

期間中無休

観覧無料

参加無料

【1回目】10時～【2回目】14時～
会場：荒神谷博物館交流学習室
【1回目】10時～【2回目】14時～
会場：荒神谷博物館交流学習室

「神さまになった桃
  ～古事記・黄泉国より～」

同時
上映 (英語字幕付き)

「ヤマタノオロチ
 ～古事記・
　 大蛇退治より～」



〒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）（4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】   6日(土） 9：30〜11：30    600円

本物の革で小銭入れ
を作ろう！【定員６人】 10日（水） 13：00〜16：00 1,000 円

野の花談議	
今回は、課外授業です 13日（土） 10：00〜12：00    400円

初めての水彩画教室 14日（日） 10：00〜12：00 1,000円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 17日（水） 13：30〜15：30 1,900円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
たけのこ掘りに
行こう！	 20日（土） 9：00〜13：00   800 円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 21日（日） 13：30〜15：30 1,500円

布細工同好会
（パッチワークなど） 26日（金） 13：30〜16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 27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（4月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 暖かくなってきましたね♪楽しいダンスで身体と気持
ちをリラックスさせましょう！！

5日・12日・19日・26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ための教室です。
楽しくご指導します。

6日（土）・13日（土）・27日（土） 14：00〜15：30
無料

11日（木）・25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（4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

タケノコ掘りデー
手引ヶ丘公園内の竹林でタケノコ掘り
を体験しよう！
※天候および生育状況により延期または
　中止する場合もあります。

13日(土)
 予備日 

14日(日)
9：30〜11：00 8家族 

（先着順）
    4/4(木)
〜 4/11(木) 100円/人

春の手引ヶ丘公園
祭り

ゴールデンウィークは家族で手引ヶ丘公園へ
出かけよう！ふだんできないものづくり体験
やふわふわドーム、的当てルーレット、スー
パーボールすくい、ミニ動物園、ミニＳＬ乗
車体験、乗馬体験、ミニパワーショベル乗車
体験などとっても楽しいイベントが盛りだく
さん！家族・お友達で出かけよう！
・フリーマーケット募集中

28日(日)
29日(月・祝) 10：00〜16：00 どなたでも

参加できます
体験学習等は

実費

◆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
竹のこいのぼり

スライム（20分・50円、ラメ入り100円）桜の小枝ストラップ（30
分・200円）竹のスカイシャトル（30分・150円）竹の万華鏡（30
分・300円）竹の紙鉄砲（30分・150円）などその他にもたくさ
んの体験学習ができます。

土・日・祝
(イベント開催時は 

体験学習を行いません)

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（4月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

本格水草インテリア！	
グラスアクアリウムづくり

出雲の魅力的な水草で素敵なグラスアクアリウムを作
ります。　（容器代含む） 14日(日）  ９：30〜 10人  一般 1,200円

お手軽簡単料理を作り	
ましょう 美味しく、いつでも使える簡単な料理を作ります。 20日(土）  ９：30〜 15人  一般    700円

パッチワークを
楽しもう（第１回目）

パッチワークで小物を作ろう。
２回の講座に参加できる人（２回目：５月１１日（土）） 21日(日）  ９：00〜 10人  一般    800円
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