
■定例講演会 第170回
■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
10月20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♪

10月19日(土) 13：30～15：00
演題：『荒神谷銅剣のルーツを探る』
講師：吉田　広 氏（愛媛大学ミュージアム）
資料代300円　申込み不要

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」（松村憲樹氏蔵）◀「西山砂保肖像」（松村憲樹氏蔵）

◀刻書土器『仁』◀刻書土器『仁』

館長講座 
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） 

◆時間：14:00～16:00　　◆受講料：各回300円　
◆講師：花谷　浩　※事前に電話・FAXでお申し込みください。

※本展示は卜部忠治氏のご理解ご協力のもと、
　開催するものです。

楽しく学べるクイズを開催中！
参加すると、プレゼントがもらえるよ♪

マスコットキャラクター
「よすみちゃん」の歌を
動画で紹介しているよ♪
ホームページを見てね！

期間中無休

「『仁』県内初例の刻書文字
            －高西遺跡の調査から－」

【ギャラリートーク】 
10月 20日（日）10：00～ 
【ギャラリートーク】 
10月 20日（日）10：00～ 

10月2日（水）～2月3日（月）10月2日（水）～2月3日（月）速報展

好評開催中～11月25日（月）好評開催中～11月25日（月）ギャラリー展

「京田遺跡からひも解く
　　　  出雲の縄文世界（仮）」

11月9日（土）～1月27日（月）11月9日（土）～1月27日（月）ミニ企画展

ミュージアムショップ通信
「出雲弁番付け表」
「出雲弁クリアファイル」
“はいごん”“こらまたなん
だら”“おんぼらと”など聞
覚えのある出雲弁を番付け
した表とその表をデザイン
したクリアファイルです

「瓦から島根の歴史をひも解く」「瓦から島根の歴史をひも解く」

「よすみちゃんのうた」 聞けます♪「よすみちゃんのうた」 聞けます♪

「須恵器から山陰の歴史をひも解く」「須恵器から山陰の歴史をひも解く」

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。

切り絵とモノクロでそれぞれを表現す
る作家二人による、にがお絵作品展

ホール展示 10月2日（水）～30日（水）10月2日（水）～30日（水）
『鐘築等・細田滋
　　二人のにがお絵展
～やっぱり顔はおもしろい！～』

荒神谷博物館常設展

開催中
～11月11日（月）
開催中
～11月11日（月）

『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

入館料・観覧料   無料

出土した８世紀前半の須恵器には「仁」
の文字が刻まれていました。今回の展
示では、この文字の意味について考え
てみます。

作詞・作曲・歌：Ｘ＋（えくすと）
（出雲市観光大使）

作詞・作曲・歌：Ｘ＋（えくすと）
（出雲市観光大使）

「没後１８０年 西山砂保
                 －出雲の近代医学の先駆け－」

すな ほ
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出雲科学館の催し出雲科学館の催し（10月）（10月）

企画展

10月12日●土　～14日●月　●祝　・19日●土　・20日●日　
22日●火　●祝　・26日●土　・27日●日　・11月2日●土　・4日●月　●振休　

観覧無料

観覧無料

所要時間25分

所要時間40分

所要時間30分

①11:00～②14:00～
①11:00～②14:00～

10月12日●土　～14日●月　●祝　・19日●土　・20日●日　
22日●火　●祝　・26日●土　・27日●日　・11月2日●土　～4日●月　●振休　
①10:00～②13:00～③15:00～

11月3日●日　●祝　

所要時間50分11:00～10月27日●日　

ミニ企画展

雲のふしぎ展雲のふしぎ展雲のふしぎ展雲のふしぎ展

雲を作ったり、さわったりする実験をしながら、雲のふしぎを調べよう！

講師／
　横浜国立大学 
　教育学部 准教授 
　　筆保 弘徳 さん

空の博士になろう！空の博士になろう！空の博士になろう！空の博士になろう！
雲のふしぎを調べよう 雲のふしぎを調べよう 雲のふしぎを調べよう 雲のふしぎを調べよう 

９：３０～１７：３０

９：３０～１７：３０

10月12日●土  ～11月4日●月 ●振休  

10月19日●土  ～11月4日●月 ●振休  

イベント

実際に撮影した空の様子をプラネタリウムで観てみよう！どのような雲が見つかるかな。

プラネタリウムで雲を観よう！プラネタリウムで雲を観よう！プラネタリウムで雲を観よう！プラネタリウムで雲を観よう！イベント

サイエンストーク

◆各回先着３５人 

気象予報士の先生の
お話を聞いて、雲や
天気について詳しく
なろう！

｢僕は周期表を暗記できない（泣）｣｢僕は周期表を暗記できない（泣）｣｢僕は周期表を暗記できない（泣）｣｢僕は周期表を暗記できない（泣）｣
サイエンストーク

１１８種類もある周期表の原子を覚えることは大変ですよね。 そこで暗記で
はなく、周期表のパターンに注目して、よりミクロの世界を探求しましょう。 
講師：島根大学学術研究院理工学系 教授 波場直之さん
　　  （山陰中央新報連載コラム 「素粒子から宇宙へ～島根大・波場センセイの教室～」の著者） 

今年は周期表が作られてからちょうど150年となる、
記念すべき「国際周期表年」です。
そもそも周期表とはなんなのか、どのように使うのかなど、
周期表について紹介します。 

～出雲と雲はどんな関係なの？～～出雲と雲はどんな関係なの？～～出雲と雲はどんな関係なの？～～出雲と雲はどんな関係なの？～

周期表ってなんだろう？周期表ってなんだろう？周期表ってなんだろう？周期表ってなんだろう？
～国際周期表年を祝おう～～国際周期表年を祝おう～～国際周期表年を祝おう～～国際周期表年を祝おう～

雲
の
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し
ぎ
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関
連
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し
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関
連
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この他にも、応募教室「木工創作教室」（14日（月・祝）・23日（水）※締切各４日（金）・13日（日））、ボランティ
アさんのわくわくかがくひろば「リカムとゆらゆら遊ぼう」（12日（土）〜14日（月・祝）・19日（土）・20日

（日））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】10月7日（月）、15日（火）、21日（月）、28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

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
保護者同伴

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～

60分 
完成次第
退室可

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

整理券実　験

雲の様子がわかる
地球儀をつくろう

パソコンを使ってデジタル地球儀(ダジッ
クアース)を動かしてみよう。ダジック
アースのデータを使って、雲の様子がわ
かる地球儀も作ろう！

12日(土)～14日(月・祝)
19日(土)・20日(日)

・22日(火・祝)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

50分

各回先着18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

化学実験　いろんな結晶を
つくってみよう

いろいろな化学変化を利用して「結晶」を
作ってみましょう。
身近な材料でできる結晶づくりの方法も
紹介します。

10月26日(土)・27日(日) 
１1月2日(土)～4日(月・振休)

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

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
実　験  

大人のための理科学習 第７弾
※応募の際は、希望時間を
　第2希望まで明記してください。

出雲科学館では、小学３年生から中学３年
生を対象に理科学習をしています。今回、
平成27年度まで科学館で実施していた中学
２年生「天気とその変化」をご紹介します。

22日(火・祝) ①10:00～12:00 
②14:00～16:00

各回12人
大人

※子どもの同伴可
10月9日(水) 無料

ものづくり  
雲をレジンにとじこめた!?
オリジナルキーホルダーをつくろう
※応募の際は、希望日時を
　第2希望まで明記してください。

UVレジンを使って、まるで雲を閉じ込め
たようなキーホルダーを作ります。ネッ
クレスやブローチにすることもできます。
※作品は２つ作ることができます。

26日(土)
27日(日)

①10:30～12:00　
②14:00～15:30

各回12人
小学4年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

10月12日(土) 500円
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〒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）（10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】   5日(土） 9：30〜11：00    600円

玉峰山登山と自然観察
【定員２０人】   6日（日） 8：30〜16：00    800円

韓国料理教室	
(韓国餅を作ります) 13日（日） 10：00〜13：00 1,500円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 16日（水） 13：30〜15：30 1,900円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 19日（土） 13：30〜16：30    700円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

野の花談義	
【屋外で授業】 20日（日） 10：00〜12：00    400円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 20日（日） 13：30〜15：30 1,500円

布細工同好会
（パッチワークなど） 25日（金） 13：30〜16：30    400円

アース館祭り 26日（土） 10：00〜15：00 無料

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（10月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 運動をしたい人大歓迎。楽しい曲にあわせて
フォークダンスを踊ってみませんか？

4日、11日・18日・25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。

5日（土）・12日（土）・26日（土） 14：00〜15：30
無料

10日（木）・24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（10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（10月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

美味しい簡単お菓子づくり 手作り簡単お菓子作りに挑戦します。
（親子参加も可）    ５日(土）  ９：３０〜 15人  一般 500円

多肉植物で
小さな庭を作ろう

小さなプランターを使って多肉植物の小さな
庭を作ります。 １３日(日）  ９：３０〜 20人  一般 1,200円

つるかごづくり 自然館周辺に自生する「つる」を使ってカゴを
作ります。 ２０日(日）  ９：００〜 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

竹筒バームクーヘ
ンをつくろう！

家族で協力して、竹をまわしておいし
いバームクーヘンをつくります。 27日（日） 9:30〜12:15 6家族 10月17日(木)

〜24日(木)
1,300円／

家族

◆事前申込が必要なイベント（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：

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

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。

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

秋の手引ケ丘
公園祭り

普段できないものづくり体験や、ふわふわドーム・
子どもスポーツチャレンジ体験コーナー・的あて
ルーレット・スーパーボールすくい・屋台村などとっ
ても楽しいイベントが盛りだくさん。この他、乗馬
体験（13日）・ミニSL（14日）もあります。

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
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