
■２０１９年８月行事予定

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ等

若手社員育成セミナー
「フォローアップセミナー＆交流会」

出雲合同庁舎
７０２・７０３号室

１０：００～１６：００ 産業政策課 ２４－７６２０

出雲市生涯学習講座
古文で作文～創作から学ぶ古典文学～

市役所　くにびき大ホール １５：００～１６：３０ 市民活動支援課 ２１－６５２８

出雲市合併１５周年記念
世界の甲虫展２０１９　～どうしてそんなカタチなの？～　（～１８日）

出雲科学館 ９：３０～１７：３０ 出雲科学館 ２５－１５００

親子ミニ手話講座 市役所　くにびき大ホール １０：００～１１：００ 福祉推進課 ２１－６９５９

出雲市生涯学習講座
こころよろこぶアート
古新聞紙を使って　おもしろ立体かぼちゃを作ろう

出雲科学館 １０：００～１２：００
市民活動支援課
環境施設課

市民活動支援課
２１－６５２８

夏休みいずもスクールランチクッキング（～６日） 出雲学校給食センター １０：００～１２：３０ 学校給食課 ２８－００６２

出雲囲碁フェスティバル
・第１７回出雲ジュニア囲碁大会
・プロ棋士ジュニア指導対局

大社文化プレイスうらら館

［大会］
１０：００～１５：００
［指導対局］
１３：００～１５：００

文化スポーツ課
（公財）
出雲市芸術文化振興財団
２１－７５８１

職員リレー講座②「解説 いずもの登録文化財」
講師：文化財課職員

出雲弥生の森博物館 １４：００～１６：００ 文化財課
出雲弥生の森博物館
２５－１８４１

湖陵どんとこい祭り
湖畔の温泉宿くにびき前
広場

１４：５０～２１：００ 自治振興課
実行委員会事務局
（湖陵コミュニティセンター）
４３－２４８０

出雲市合併１５周年記念事業
第３４回スイムランｉｎ多伎大会

多伎町口田儀・奥田儀町内
８：００～開会式
９：００～１３：００競技

文化スポーツ課
スイムランｉｎ多伎実行委員
会事務局（スポーツクラブ
多伎内）　８６－３７６６

斐伊川放水路見学バスツアー 斐伊川放水路事業記念館 １０：００～１４：００ 建設企画課 ２１－６５６１

出雲市合併１５周年記念事業
ビッグ・ハートフル・コンサート２０１９

ビッグハート出雲
白のホール

１１：００開演
１０：３０開場

文化スポーツ課
ビッグハート出雲
２０－２８８８

令和元年度（２０１９）出雲市戦没者追悼・平和祈念式典 大社文化プレイスうらら館 １４：００～１５：２０ 福祉推進課 ２１－６６９４

３日（土）

２日（金）

４日（日）

【２０１９年　７月２６日現在】



■２０１９年８月行事予定

期日 行事・事業名 場所 時間 関係部署 問合せ等

【２０１９年　７月２６日現在】

第２回　食のボランティア育成講座
（健康日本２１・食品衛生について）

市役所　くにびき大ホール ９：３０～１２：００ 健康増進課 ２１－６９７９

出雲クリエイティブチャレンジＶｏｌ．２（高校生向け発明体験会） パルメイト出雲 １３：００～１７：００ 商工振興課 ２１－６５４１

市民ギャラリー「古代出雲の薬草再発見」（～１９日） 出雲弥生の森博物館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

文化財課
出雲弥生の森博物館
２５－１８４１

スポット展「いつまでも戦後でありたい２０１９」（～９／９） 出雲弥生の森博物館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

文化財課
出雲弥生の森博物館
２５－１８４１

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

糖！打倒スクール（糖尿病予防教室　健康運動実践指導者の講演）
斐川健康福祉センター
（まめなが一番館）

１３：３０～１５：３０ 健康増進課 ２１－６９７９

神幸神事（夕日の祭り） 日御碕神社周辺 １６：００～１９：００ 観光課 ２１－６５８８

９日（金） 令和元年度第２回出雲市子ども・子育て会議 市役所 ６階　委員会室 １３：３０～１６：００ 子ども政策課 ２１－６２１８

夏の植物観察会　『出雲国風土記』記載植物【まこも】について学ぼう
小林浩司氏(島根県自然保護レンジャー)

荒神谷史跡公園
荒神谷博物館

１０：００～１２：００ 文化財課
荒神谷博物館
７２－９０４４

おもしろ！ビックリ！サイエンスショー　第１弾
「化学って、身近にあって、おもしろい！」（～１２日）

出雲科学館
①１１：００～１２：００
②１３：３０～１４：３０
③１５：３０～１６：３０

出雲科学館 ２５－１５００

第１４回　出雲神話まつり「出雲盆踊り」 くにびき中央通り １６：４５～２０：１５ 観光課 ２１－６５８８

出雲神楽定期公演　（出演：乙立神楽保存会） 日御碕神社 １７：３０～１８：３０ 観光課
【要予約】
（一）出雲観光協会
５３－２１１２

１１日
（日・祝）

第１４回　出雲神話まつり「花火大会」 大津神立河川敷公園 ２０：００～２０：５０ 観光課 ２１－６５８８

５日（月）

１０日（土）

７日（水）
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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　７月２６日現在】

「ガラスの地球を救え！」環境映画無料上映会 大社文化プレイスうらら館 １０：００～１１：００ 環境政策課 ２１－６５３５

おもしろ！ビックリ！サイエンスショー　第２弾
「ぱぱとはるのエデュテイメントサイエンスショー」　（～１８日）

出雲科学館
①１１：００～１１：４５
②１３：３０～１４：１５
③１５：３０～１６：１５

出雲科学館 ２５－１５００

荒神谷博物館定例講座第１６８回
「特別展関連講座２　宗像地域の古墳時代」
井浦一氏(福津市教育委員会文化財課史跡整備係長)

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

親子ミニ手話講座 市役所　くにびき大ホール １０：００～１１：００ 福祉推進課 ２１－６９５９

ＮＰＯ法人出雲学研究所　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

１９日（月） 第２回　脳卒中予防教室（栄養士による講演） 市役所　くにびき大ホール １０：００～１１：３０ 健康増進課 ２１－６９７９

宍道湖での水遊び体験（小学生とその保護者対象） 日本シジミ研究所 １０：３０～１３：００ 環境政策課 ２１－６９８９

出雲市生涯学習講座
女性のためのヨガクラス～マタニティヨガ～

島根県立大学
出雲キャンパス

１３：００～１５：００ 市民活動支援課 ２１－６５２８

２１日（水）
手話ミニ講座（レベルアップコース）（新）
（１講座全２回、第２回は２８日（水）開催）

市役所　くにびき大ホール １９：００～２０：３０ 福祉推進課 ２１－６９５９

２３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

おもしろ！ビックリ！サイエンスショー　第３弾
「科学クイズに挑戦」

出雲科学館
①１１：００～１２：００
②１３：００～１４：００
③１５：００～１６：００

出雲科学館 ２５－１５００

職員リレー講座③「出雲における弥生・古墳時代の埋葬儀礼」
講師：文化財課職員

出雲弥生の森博物館 １４：００～１６：００ 文化財課
出雲弥生の森博物館
２５－１８４１

出雲神楽定期公演　（出演：赤塚神楽佐儀利保存会） 日御碕神社 １７：３０～１８：３０ 観光課
【要予約】
（一）出雲観光協会
５３－２１１２

１８日（日）

１７日（土）

２４日（土）

２０日（火）
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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　７月２６日現在】

宍道湖産ヨシで紙すき体験（小学生対象） 斐川環境学習センター １０：００～１２：００ 環境政策課 ２１－６９８９

おもしろ！ビックリ！サイエンスショー　第４弾
「光の秘密を調べよう」

出雲科学館
①１１：００～１２：００
②１３：００～１４：００

出雲科学館 ２５－１５００

出雲市合併１５周年記念事業
第１７回サウンドフェスタ大心路

ビッグハート出雲
１３：００開演
（１２：３０開場）

文化スポーツ課
（公財）
出雲市芸術文化振興財団
２１－７５８０

２７日（火） 健康づくり推進員代表者会議 市役所　くにびき大ホール １０：００～１２：００ 健康増進課 ２１－６９７９

２８日（水）
ギャラリー展「没後１８０年　西山砂保　－出雲の近代医学の先駆け－
（仮）」（～１１／２５）

出雲弥生の森博物館
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

文化財課
出雲弥生の森博物館
２５－１８４１

２９日（木） 出雲市教育委員会定例会 市役所　市民応接室 １０：００～１２：００ 教育政策課 ２１－６８７４

３１日（土）
出雲市要保護児童対策地域協議会・島根県立大学出雲キャンパス
共同企画　第２回児童虐待防止と対応講座

島根県立大学
出雲キャンパス

１３：３０～１６：００
子ども政策課
子ども家庭相談室

２１－６６０４

２５日（日）
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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　７月２６日現在】

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

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

地元漁師と巡る鷺浦湾と海岸線クルージング（～８／３１）
集合場所：
鷺浦港乗船場

［ナイトプラン］２０：３０～ 観光課
【要予約】
（一）出雲観光協会
５３－２１１２

出雲市合併１５周年記念事業
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

出雲市合併１５周年記念事業
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

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

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

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

地元漁師と巡る鷺浦湾と海岸線クルージング（～９／３０）
集合場所：
鷺浦港乗船場

［デイプラン］９：００、
１１：００、１３：００、１５：００
［サンセットプラン］
日没３０分前から出航

観光課
【要予約】
（一）出雲観光協会
５３－２１１２

日本遺産の夕景鑑賞ツアー（～１１月、毎月第１・第３土曜日）
集合場所：
日御碕ビジターセンター

［　８月］１７：２０～
［　９月］１６：４０～
［１０月］１６：００～
［１１月］１５：４０～

観光課
【要予約】
日御碕ビジターセンター
５４－５４００

日御碕の絶景観光ツアー（～１１月、毎週土・日曜日）
集合場所：
日御碕ビジターセンター

１４：００～ 観光課
【要予約】
日御碕ビジターセンター
５４－５４００

“風待ちの港”鷺浦まち歩き
（～１１月、毎週日曜日　※８／３１までは毎週土・日曜日）

集合場所：
鵜鷺コミュニティセンター

１０：００、１２：００、１４：００ 観光課
【要予約】
（一）出雲観光協会
５３－２１１２

トキの一般公開（～１２／２８、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

開催中


