
■２０１９年７月行事予定

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ等

トキの一般公開（～１２／２８、７／２を除く火曜日定休） 出雲市トキ公開施設
１０：００～１６：００
【１０月以降】
１０：００～１５：００

農業振興課
トキ分散飼育セン
ター

２０－１３５０

創業塾第５回 ２１世紀出雲産業支援センター １９：００～２１：００ 商工振興課 ２１－６５４１

出雲市選挙管理委員会定例会 市役所　市民応接室 ９：３０～ 選挙管理委員会 ２１－６５５９

第６９回『社会を明るくする運動』『青少年の非行・被害防止全国強調月
間』メッセージ伝達式・啓発講演会

ビッグハート出雲
白のホール

１４：００～１６：００ 市民活動支援課 ２１－６５２８

小中学生プログラミング教室（Bグループ）
(１３日、２０日、２７日）

島根情報処理センター ９：００～１２：００ 商工振興課 ２１－６５４１

荒神谷ハスまつり（～７日）
荒神谷史跡公園
荒神谷博物館

１０：００～１６：００ 文化財課
荒神谷博物館
７２－９０４４

ディオッサ出雲ＦＣ　ホームゲーム（第６節）
ＶＳ吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁Ｄｅｆｉ

出雲健康公園多目的運動場
（出雲ドーム隣人工芝グラウ
ンド）

１３：００キックオフ 文化スポーツ課
ディオッサ１２事務局
（文化スポーツ課内）
　２１－６７８６

ギャラリー展関連講座「水銀朱の調達と利用 -西谷３号墓・上天神遺跡
（香川県）・若杉山遺跡（徳島県）から考える-」
大久保徹也 氏（徳島文理大学教授）

出雲弥生の森博物館 １４：００～１６：００ 文化財課 ２５－１８４１

８日（月） 創業塾第６回 ２１世紀出雲産業支援センター １９：００～２１：００ 商工振興課 ２１－６５４１

１１日（木）
出雲市健康のまちづくり推進会議及び出雲市食育のまちづくり
推進会議

市役所　庁議室 １４：００～１６：００ 健康増進課 ２１－６８２９

1２日（金） 糖！打倒 ! スクール（糖尿病予防教室　栄養士による講演）
斐川健康福祉センター
（まめなが一番館）

１３：３０～１５：００ 健康増進課 ２１－６９７６

【２０１９年　６月　６日現在】

１日（月）

３日（水）

６日（土）

７日（日）
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【２０１９年　６月　６日現在】

奇々怪々！おばけ浮世絵展（～９／１） 出雲文化伝承館
９：００～１７：００
休館日：月曜日

文化スポーツ課
出雲文化伝承館
２１－２４６１

夏季企画展「出雲の発掘３５０年史 -江戸～平成 発見の歴史-」
（～９／３０）

出雲弥生の森博物館
９：００～１７：００
（入館時間１６：３０まで）

文化財課 ２５－１８４１

荒神谷博物館特別展
魏志倭人伝シリーズ外伝Ⅰ　『ムナカタ-海の民のクニ-』（～８／２６）

荒神谷博物館
９：００～１７：００
（入館時間１６：３０まで）

文化財課
荒神谷博物館
７２－９０４４

出雲芸術アカデミー・オーケストラ・セミナー２０１９（～１４日） 出雲市民会館
１３日　１２：３０～２１：３０
１４日　１０：００～２０：２０

文化スポーツ課
出雲芸術アカデミー事務局
２１－６３７１

１４日（日） 荒神谷遺跡青銅器発見３５周年記念  荒神谷青銅器フォーラム アクティーひかわ １２：５０～１７：００ 文化財課
荒神谷博物館
７２－９０４４

１５日
（月・祝）

出雲フィルハーモニー交響楽団　第２３回定期演奏会 出雲市民会館
１４：００開演
（１３：００開場）

文化スポーツ課
出雲芸術アカデミー事務局
２１－６３７１

１６日（火） 創業塾第７回 ２１世紀出雲産業支援センター １９：００～２１：００ 商工振興課 ２１－６５４１

出雲科学館特別講演会　JAXA大西卓哉宇宙飛行士講演会
「宇宙へのあこがれ」－追い続けた宇宙で感じたことー

出雲科学館 １０：３０～１１：４０ 出雲科学館 ２５－１５００

創業塾第８回 ２１世紀出雲産業支援センター １３：００～１７：００ 商工振興課 ２１－６５４１

荒神谷博物館定例講座
第１６７回「特別展関連講座１　ムナカタ国について(仮)」
 白木英敏 氏（宗像市文化財課参事）

荒神谷博物館 １３：３０～１５：００ 文化財課
荒神谷博物館
７２－９０４４

風土記談義　出雲国風土記編 荒神谷博物館 １０：００～１２：００ 文化財課
荒神谷博物館
７２－９０４４

オペラシアターこんにゃく座公演　オペラ「ロはロボットのロ」 大社文化プレイスうらら館
１４：００開演
（１３：３０開場）

文化スポーツ課
（公財）出雲市芸術文化振
興財団
２１－７５８０

１３日（土）

２０日（土）

２１日（日）
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【２０１９年　６月　６日現在】

食のボランティア育成講座 　開校式　ボランティア活動について 市役所　くにびき大ホール １０：００～１２：００ 健康増進課 ２１－６９７６

出雲市教育委員会定例会 市役所　市民応接室 １４：００～１６：００ 教育政策課 ２１－６８７４

２４日（水） 第１回　脳卒中予防教室　（医師による講演） 市役所　くにびき大ホール １４：００～１５：３０ 健康増進課 ２１－６９７６

２６日（金） 定例記者会見 市役所　市民応接室 １３：３０～１４：３０ 広報課 ２１－８５７８

科学の祭典２０１９　科学の縁結び祭り（～２８日） 出雲科学館 ９：３０～１６：００ 出雲科学館 ２５－１５００

斐川だんだんよさこいまつり
荘原グリーンタウン
ゆめタウン斐川
出雲いりすの丘

１２：００～２１：３０ 自治振興課
実行委員会事務局
７２－５２７０

平田まつり　平田一式飾り　ひらた七夕仮装船行列
平田本町商店街
木綿街道

１３：００～２１：３０ 自治振興課
実行委員会事務局
２５－８５８６

第５２回出雲市同和教育講演会 出雲市民会館 １４：００～１６：００ 人権同和政策課 ２２－７５０６

将棋フェスティバル
・プロ棋士指導対局
・第９回里見香奈杯争奪出雲弥生の森ジュニア将棋大会

出雲弥生の森博物館

（指導対局）８：３０受付
８：５０～１２：００
（大会）１２：３０受付
１３：００～１７：００

文化スポーツ課
（公財）出雲市芸術文化振
興財団
２１－７５８１

多伎キララまつり 道の駅キララ多伎周辺 １６：００～２１：００ 自治振興課
実行委員会事務局
８６－２８５３

２３日（火）

２８日（日）

２７日（土）
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期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ等

【２０１９年　６月　６日現在】

荒神谷博物館企画展出雲平野から見る縄文時代シリーズ２
『海馬文様の展開～縄文時代の出雲ブランド～』（～７／８）

荒神谷博物館
９：００～１７：００
（入館時間１６：３０まで）

文化財課
荒神谷博物館
７２－９０４４

ギャラリー展Ⅰ「出雲の赤-縄文・弥生時代編-」（～８／２６） 出雲弥生の森博物館
９：００～１７：００
（入館時間１６：３０まで）

文化財課 ２５－１８４１

マイメロディ♡キキ＆ララ☆展
-世界的人気キャラクターの誕生と人気の秘密-　（～９／１）

平田本陣記念館
９：００～１７：００
休館日：火曜日

文化スポーツ課
平田本陣記念館
６２－５０９０

速報展「よみがえる鰐淵寺の建造物～釈迦堂の修理成果から～」
（～９／３０）

出雲弥生の森博物館
９：００～１７：００
（入館時間１６：３０まで）

文化財課 ２５－１８４１

出雲平野の築地松景観フォトコンテスト応募作品募集（～９／３０）
（応募先）
築地松景観保全対策推進協
議会事務局（建築住宅課）

建築住宅課 ２１－６１７６

開催中


