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■定例講演会 第165回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
5月19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♪

5月18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『縄文時代に輝く【出雲】ブランド
                        ～流行する土器装飾の謎にせまる～』　
講師：幡中 光輔 氏 (鳥取県埋蔵文化財センター)

出雲弥生の森博物館情報

ろっ   こつ いだ

屋台村
も

出るよ
！

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）

よすみちゃん

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

西西郷廃寺出土の瓦▶

みんな来てね！みんな来てね！

講座のご案内
10：00～10：00～

※申込みは不要

【共通事項】◆受講料/無料
　　　　　◆申込み/事前に、電話又はＦＡＸでお申込みください。

「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～」

ギャラリートーク

5月18日（土）5月18日（土）

好評開催中～6月3日（月）好評開催中～6月3日（月）

好評開催中～5月27日（月）好評開催中～5月27日（月）

好評開催中～5月20日（月）好評開催中～5月20日（月）
4月28日（日）・29日（月・祝）4月28日（日）・29日（月・祝）

4月28日（日）11：00～12：004月28日（日）11：00～12：00

速報展

ギャラリー展

春季企画展

　火起こしや古代体験フェスティバルから、
Ｘ＋(えくすと)の無料ライブまで、楽しいイベ
ントが満載です！

出雲弥生の森まつり2019出雲弥生の森まつり2019

▲渡邊名誉館長
◆講　師 / 渡邊 貞幸 氏 
　　　　　（出雲弥生の森博物館名誉館長）
◆その他 /受講者には、修了記念品をプレゼントします。

◆講　師 / 渡邊 貞幸 氏 
　　　　　（出雲弥生の森博物館名誉館長）
◆その他 /受講者には、修了記念品をプレゼントします。

第10回出雲弥生の森まつり開催記念
「出雲王の墓ー西谷墳墓群」「出雲王の墓ー西谷墳墓群」

5月6日（月・振）14：00～16：005月6日（月・振）14：00～16：00
◆講　師 / 三原 一将（市文化財課）◆講　師 / 三原 一将（市文化財課）

ギャラリー展関連講座
「遺跡が語るこしムラのレキシ
　　　　　　ー古志遺跡群の様相ー」
「遺跡が語るこしムラのレキシ
　　　　　　ー古志遺跡群の様相ー」

荒神谷博物館情報

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。

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29日（月・祝）4月29日（月・祝）

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～』

〒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～」

入館料・観覧料   無料

※広報いずも4月号で4月27日とご案内していましたが、日程が変更になりました。



〒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）（5月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
裂き織り体験	
【定員４人】 11日(土） 9：30～11：30    600円

初めての水彩画教室 14日（火） 10：00～12：00 1,000円

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

生ゴミ用ボカシ
作り教室	【定員15人】 18日(土） 13：30～15：30    600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） 19日（日） 13：30～15：30 1,500円

布細工同好会
（パッチワークなど） 24日（金） 13：30～16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 25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（5月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 爽やかな季節。気持ちも身体も楽しくなるフォークダ
ンスを一緒に踊りませんか？

10日・17日・24日・31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。

4日（土）・11日（土）・25日（土） 14：00～15：30
無料

9日（木）・23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（5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①	
モリアオガエルの
産卵観察

雨の日の夜に、公園の池で産卵するモ
リアオガエルを観察して生き物のふし
ぎにふれてみませんか。
※条件によって産卵が見られない場合
でもモリアオガエルの卵や他の生き物
を観察します。
・対象：子供～大人
　（小学生以下は保護者同伴）

5月25日(土) 19：00～21：00

20人（先着順）
子供～大人 

（小学生以下は保
護者同伴）

5月16日(木) 
～5月23日(木) 100円

夜遊び探検隊②	
多伎のホタルを
見に行こう！

ホタルの生態について学習した後、き
れいな田儀川の川沿いを歩きながらゲ
ンジボタルを観察しよう。 

6月8日(土) 20：00～21：30

50人（先着順）
子供～大人 

（小学生以下は保護
者同伴）

5月23日(木) 
～ 6月2日(日) 300円

地引網を
体験してみよう！	
（団体申込のみ）

多伎の砂浜で昔ながらの地引網を体験
しよう！人と海の関わりを学ぼう！
※海の状況により中止になる場合があ
ります。一般の申込みは6月6日(木)よ
り行います。

6月23日(日)   6：00～10：30

団体は30名まで 
小学生以上 

(小学生以下は 
保護者同伴)

5月17日(金) 
～ 6月5日(水)

子供 1,000円 
大人 1,200円　　　　　

～自然の川で～	
ヤマメのつかみ
取りを楽しもう！	
（団体申込のみ）

多伎町奥田儀の宮本川の上流で昔行わ
れていた櫻井家のたたら製鉄の歴史を
知り、自然の川でヤマメのつかみどり
に挑戦しよう！泳いでいるヤマメを追
い込んで･･･素手でつかまえられるか
な？
※雨天中止、一般の申込みは8月8日(木)
より行います。

8月24日(土) 10：00～13：00

団体は50名まで 
3歳以上 

(小学生以下は 
保護者同伴)

5月17日(金) 
～ 8月7日(水)

子供1,000円 
大人1,100円

◆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
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
HP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（5月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

多肉植物で３Ｄ額縁 多肉植物の寄せ植えで３Dの額縁を作ります。 18日(土）  ９：３０～ 20人  一般 1,200円

レザークラフトづくり レザークラフトに挑戦します。（お財布に変更しました） 19日(日）  ９：００～ 15人  一般 1,800円

春の星座観察会 惑星やこの季節に見ることのできる星座を観察します。 24日(金）  ２０：００～ 制限なし 無料

2019.4.19 広報いずも 38


