
■定例講演会 第169回
■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
9月15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♪

9月21日(土) 13：30～15：00
演題：『漢代壁画墓の系譜と展開』
講師：岩崎志保 氏（岡山大学埋蔵文化財調査研究センター）
資料代：300円　申込不要

出雲弥生の森博物館情報

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.lg.jp

開館時間　９時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日　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 

▲西山 砂保（肖像画）▲西山 砂保（肖像画）

館長講座 第1回 9月28日（土） 9月28日（土） 

第2回 11月23日（土・祝） 11月23日（土・祝） 第3回 1月25日（土） 1月25日（土） 

13：00～15：0013：00～15：00

◆開催時間 １４:００～１６:００　◆講師 花谷　浩
◆各回300円　※事前に、電話・ＦＡＸでお申込みください。

◆受講料無料 ※事前に、電話・ＦＡＸでお申込みください。

「出雲平野の発掘史～戦後から荒神谷遺跡発見まで～」

雲州遺跡発見伝
「没後１８０年 西山砂保
       －出雲の近代医学の先駆け－」

夏季企画展関連シンポジウム

【ギャラリートーク】 9月1日（日）10：00～ 【ギャラリートーク】 9月1日（日）10：00～ 

8月28日（水）～11月25日（月）8月28日（水）～11月25日（月）ギャラリー展

開催中～9月9日（月）開催中～9月9日（月）スポット展 「出雲の発掘３５０年史
      　  －江戸～平成 発見の歴史－」「いつまでも戦後でありたい２０１９

　　　　疎開で出雲に来た学童の手紙」

開催中～9月30日（月）開催中～9月30日（月）

9月14日（土）9月14日（土）

夏季企画展

「戦争記念物から出雲の近代史をひも解く」「戦争記念物から出雲の近代史をひも解く」

◆講　師 / 西尾 克己 氏 ◆講　師 / 西尾 克己 氏 
「荒神谷発見以後の文化財保護・活用について」

◆講　師 / 平野 芳英 氏 ◆講　師 / 平野 芳英 氏 
「出雲の近代化と遺跡発見ー長谷川コレクションの紹介ー」

◆講　師 / 花谷　浩◆講　師 / 花谷　浩

基調報告

15：10～16：0015：10～16：00

場所／荒神谷史跡公園 管理棟場所／荒神谷史跡公園 管理棟
観覧料／500円、要申込　定員／１００名観覧料／500円、要申込　定員／１００名

17：00～20：0017：00～20：00

座 談 会

荒神谷博物館情報

　荒神谷遺跡の詳しい説明と出雲平野の縄文時代から古墳時
代の遺跡から出土した遺物の代表的なものを展示しています。

雄大な大山のブナ林を多久田氏独特
の感性で撮った渾身の作品です。

ホール展示 9月1日（日）～29日（日）9月1日（日）～29日（日）
多久田均写真展
「大山 ブナの森から」

荒神谷博物館常設展
8月31日（土）
　～11月11日（月）
8月31日（土）
　～11月11日（月）

9月23日（月・祝）9月23日（月・祝）

『出雲の原郷展 
～弥生の谷から出雲王国をみる～』

〒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

観覧無料

古くから脈々と受け継ぐ出雲神楽。日本誕
生に関わる神話にちなみ名付けられた「国
生みの日」に市内で活動する神楽の勇壮
な舞をお楽しみください。

荒神谷遺跡青銅器発見35周年記念

「荒神谷神楽フェスタ」

入館料・観覧料   無料

この期間は常設展示になります

～遺跡調査のいま・むかし～

出雲市合併１５周年記念

開催中～9月30日（月）開催中～9月30日（月）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－」

江戸時代、神門郡荻原村（今の出雲市荻杼
町）の西山砂保は、華岡青洲やシーボルトか
ら最新の医術を学び、多くの人々を救いまし
た。その足跡をたどります。

江戸時代の
スーパードクターだよ！

「萌ゆる樹林帯」「萌ゆる樹林帯」 阿宮神能神楽保存会
「三韓の百済王」
阿宮神能神楽保存会
「三韓の百済王」
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出雲科学館の催し出雲科学館の催し（9月）（9月）

企画展

9月21日●土　～28日●土　

観覧無料

市内の小中学生が夏休みに自由研究に取り
組んだ成果、約４００点を展示します。
ユニークな発想を生かした力作が勢ぞろ
い！ぜひご覧ください。

出雲市科学作品展
出雲市小中学生
科学グランプリ  

出雲市科学作品展
出雲市小中学生
科学グランプリ  

出雲市科学作品展
出雲市小中学生
科学グランプリ  

出雲市科学作品展
出雲市小中学生
科学グランプリ  

令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度

科学作品展

所要時間60分

9月28日●土　
表彰式・優秀作品発表会

9:30～17:30
（ただし9月28日は12：00まで） 

14:00～15:30 

所要時間40分

特別企画
応　募

プログラミング
ワークショップ
プログラミング
ワークショップ
プログラミング
ワークショップ
プログラミング
ワークショップ ｢自動運転で動く車のしくみ｣ ｢自動運転で動く車のしくみ｣ ｢自動運転で動く車のしくみ｣ ｢自動運転で動く車のしくみ｣ 

ロボットに自動運転の動作をプログラミングして動かします。
部分運転自動化を実現した車の同乗体験も行います。　 
◆対象：小学4年生～大人 ◆各回10人 ◆応募締切：９月８日（日）
※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。
協賛：ビー・エム・ダブリュー株式会社　協力：全国科学館連携協議会　企画・制作：日本科学未来館

参加型トークイベント参加型トークイベント参加型トークイベント参加型トークイベント ｢自動運転の未来｣ ｢自動運転の未来｣ ｢自動運転の未来｣ ｢自動運転の未来｣ 

講師：ビー・エム・ダブリュー株式会社 杉浦光さん
専門家のお話を聞きながら、自動運転車が走る未来について一緒に考える
トークイベントです。自動運転車の技術はどこまで進んでいるのでしょうか？
自動運転車が走るようになったら、あなたは乗ってみたいですか？　
◆対象：小学4年生～大人　※小学3年生以下保護者同伴で入室可

部分運転自動化を実現した車の同乗体験 部分運転自動化を実現した車の同乗体験 部分運転自動化を実現した車の同乗体験 部分運転自動化を実現した車の同乗体験 

実際の車に搭載されているセンサーやカメラを見てみましょう。
実際の車で部分運転自動化について、見たり乗ったりして体験します。
◆各回先着12人 ※参加者以外の見学は自由です。　
◆対象：小学生～大人 ※小学3年生以下保護者同伴、小学生未満同乗不可
協賛：ビー・エム・ダブリュー株式会社　協力：全国科学館連携協議会

10：00～16：30
（12：30～13：30昼休憩）

11:00～

①10：00～ ②11：00～ 
③12：00～ ④14：00～
⑤15：00～

協賛：ビー・エム・ダブリュー株式会社
協力：全国科学館連携協議会　　　　　　

（乗車時間10分程度）

主催：出雲市理科教育研究会　共催：出雲市教育委員会

整理券

自由参加

9月21日●土  ・ 22日●日  

9月23日●月 ●祝  

9月21日●土  ～ 23日●月 ●祝  

実　験

イベント

イベント

この他にも、応募教室「木工創作教室」（15日（日）・18日（水）※締切各5日（木）・8（日））ボランティアさん
のわくわくかがくひろば「片栗粉粘土であそぼう」(7日（土）・8日（日）・14日（土）・15（日）・16日（月・祝））
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

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人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。

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】9月2日（月）、9日（月）、17日（火）、
　　　　24日（火）、30日（月）

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象
自由出入ものづくり

なんどたおれても起き上がる！
起き上がりこぼしをつくろう

たおれても、たおれても起き上がる、不
思議なおもちゃを作ります。

8月31日(土)・9月1日(日)
21日(土)～23日(月・祝)

【受付時間】
①  9：30～12：00 
②13：30～16：00

25分 小学生未満保護者同伴

整理券実　験

レンズで実験
スクリーンボックスをつくろう

身近なところで使われている「レンズ」を
使って、周りの景色がスクリーンに映る
ふしぎな箱を作ります。

8月31日(土)・9月1日(日)
7日(土)・8日(日)

①10：30～ 
②13：30～ 
③15：30～

60分
各回先着24人　　　　　　　　　　　

小学3年生以下は2人まで
につき保護者1人同伴

整理券実　験

ラムネ菓子をつくろう！

重曹やクエン酸を使って実験をしながら、
シュワシュワおいしいラムネ菓子を作ろ
う。

14日(土)～16日(月・祝)
21日(土)～23日(月・祝)

①10：00～         
②11：30～ 
③13：30～　　　　
④15：00～

30分
各回先着24人　　　　　　　　　　　

小学2年生以下は3人まで
につき保護者1人同伴

整理券木　工

ならべてつなげて！ 
キュービックブロック

小さな木のブロックをボンドで着けて、自
由にかたちを作ります。動物・植物・乗り物
など、自分の好きなかたちにつなげてみよ
う！

9月28日(土)・29日(日) 
10月5日(土)・6日(日)

①10：30～ 
②13：30～ 
③15：30～ 

完成次第退室可

60分

各回先着24人 
小学2年生以下は 
2人までにつき
保護者1人同伴

自由出入ものづくり

虹色に見える!?ふしぎなセロハン
ステンドグラスをつくろう

きれいな光の世界をのぞけるふしぎな
シートを使って、虹色のステンドグラス
を作ってみよう！

9月28日(土)・29日(日) 
10月5日(土)・6日(日)

【受付時間】
①  9：30～12：00 
②13：30～16：00

25分 小学3年生以下は
保護者同伴

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 
秋の星座・月・木星・土星

秋の夜長に星空観察を楽しんでみません
か。天体望遠鏡で月や木星・土星を観察し
ます。

10月5日(土)
18:30～20:30

※曇天時は
19:30まで

15組
小学生～大人

中学生以下は保護者同伴
※小学生未満は入室不可

9月22日(日) 無料

実　験  
子どもゆめ基金助成活動 
町を守る飛行ロボット！ 
(ドローンをプログラムで操作)

ドローンが飛ぶしくみを調べながら、飛
ばしてみましょう。
講師：アンドリュー・ガンさん
　　  米谷彰さん
　　 (楽しくなければ理科ではない！代表)

10月5日(土)
     ・6日(日)

【5日】
①13:00～14:30
②15:00～16:30 

【6日】
①10:30～12:00 
②13:00～14:30

各回18人
小学4年生～
中学3年生

9月23日(月・祝) 無料

2019.8.20広報いずも27



〒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）（9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】   7日(土） 9：30〜11：00    600円

レザークラフト
やってみない？	 15日（日） 13：00〜16：00 1,300円

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

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 18日（水） 13：30〜15：30 1,900円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

天然香料で作る	
安心で昔懐かしい防虫香 21日（土） 10：00〜12：00 2,300円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 21日（土） 13：30〜16：30    700円

琴引山登山と自然観察
【定員20人】 22日（日） 8：30〜16：30    800円

布細工同好会
（パッチワークなど） 27日（金） 13：30〜16：30    400円

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（9月）

教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 まだまだ残暑きびしい季節。
楽しくフォークダンスを踊って元気になりましょう。

6日・13日・20日・27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ための教室です。
楽しくご指導します。

7日（土）・14日（土）・28日（土） 14：00〜15：30
無料

12日（木）・26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（9月）

〒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（9月）

講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

浜遊で畑を耕そう
その１（大根） 自然館の畑で、大根作りに挑戦します。 ７日(土） ９：３０〜 15人   一般  400円

アロマストーンでおしゃれな
プラークを作りましょう！

アロマで香りづけしたストーンに、花をあしらって癒
しのアロマストーン飾りを作ります。 ８日(日） ９：００〜 15人   一般  1,300円

秋の星座観察会 惑星やこの季節に見ることのできる星座を観察します。20日(金） 19：３0〜 制限なし 無料

環境にやさしい
紙バンド手芸 クロス模様かばんを作りましょう。※ 21日(土） ９：００〜 15人   一般  1,000円

※

炭の置物を作ろう 椿の実や松かさ等で味わいのある炭の置物を作ります。28日(土） ９：３０〜 15人   一般  500円

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

秋の手引ヶ丘公園
祭り

ものづくり体験やゲーム・屋台村などとっ
ても楽しいイベントが盛りだくさん。
秋の手引ヶ丘公園祭りに家族や友達と出
かけよう！
※イベント内容は未定

10月13日(日)
〜14日(月・祝) 10:00〜16:00

各イベントや体験学習はその
場で参加申し込みができます。 
事前申込みは必要ありません。

体験学習は
実費

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
松ぼっくり人形

所要時間：20分コースと30分コースがあります。
体 験 料：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
ホームページまたは

お電話にてご確認ください。

①  9：30 〜 10：30
②11：00 〜 12：00
③13：15 〜 14：15
④14：30 〜 15：30 
⑤15：45 〜 16：45

◆自由参加のできる体験学習（内容によっては人数制限があります） ※団体の体験があるときは、参加できません。体験できる時間等を電話でお確かめください。

※「環境にやさしい紙バンド手芸」の内容と参加費については当初の予定から変更になっています。
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