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■定例講演会 第172回
■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
12月22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♪

12月21日(土) 13：30～15：00
演題：秋の企画展関連講座『姫原遺跡と木製品』
講師：足立克己 氏（元古代出雲歴史博物館学芸部長)
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）・12月29日～1月3日

よすみちゃん

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

◀赤くなった人骨（神門地区出土）◀赤くなった人骨（神門地区出土）

▲川跡に残る2本の橋 姫原西遺跡▲川跡に残る2本の橋 姫原西遺跡

◀復元された農具 姫原西遺跡出土◀復元された農具 姫原西遺跡出土

▲完成品▲完成品

「出雲の赤 古墳時代編」

【ギャラリートーク】  いずれも 10：00～（申込不要）
12月 21日（土）、1月 25日（土）
【ギャラリートーク】  いずれも 10：00～（申込不要）
12月 21日（土）、1月 25日（土）

【関連講演会】 2月 11日（火・祝）14：00～16：00【関連講演会】 2月 11日（火・祝）14：00～16：00

【ギャラリートーク】  いずれも 10：00～（申込不要）
11月 30日（土）、12月 14日（土）、1月 18日（土） 
【ギャラリートーク】  いずれも 10：00～（申込不要）
11月 30日（土）、12月 14日（土）、1月 18日（土） 

11月27日（水）～2月24日（月・振休）11月27日（水）～2月24日（月・振休）ギャラリー展

「勾玉づくり」をしてみませんか？

荒神谷博物館情報

弥生～古墳時代に流れていた川で、稲作、漁ろう、祭祀等にかかわる木器が数
多く発見されています。出雲に住んだ弥生人の生活を覗いてみませんか。
※期間中無休（ただし年末年始は休館）

誰もが魅了される石見神楽、今年、日本遺産
にも認定されました。神楽面や大蛇の蛇胴に
も使用される石州和紙に印刷をした躍動感あ
ふれる写真をお楽しみください。

ホール展示 12月12日（木）～令和2年1月26日（日）12月12日（木）～令和2年1月26日（日）

荒神谷博物館秋の企画展 開催中～3月2日（月）開催中～3月2日（月）
令和2年令和2年

〒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

出雲の古墳では、死者の魂を鎮める
ため、遺体に赤色顔料をまいたり、
供えたりしました。出雲の人々が赤
に込めた願いに迫ります。

「子ども会」などにもご利用ください！

入館料・観覧料   無料

無料

『よつがねムラ～姫原の木と水辺のくらし～』
巡覧！出雲平野の遺跡ｼﾘｰｽﾞⅤ

「古墳時代の赤色顔料」

『阿礼 神楽写真展  第二章～躍動！石見神楽の世界～』

◆料金：３１３円　◆所要時間：約６０分
※団体での体験をご希望の場合は、２週間前までにお申し込みください。

第3回  1月25日（土）１４:００～１６:００  1月25日（土）１４:００～１６:００

講師：花谷　浩

講師：志賀 智史 氏（九州国立博物館）

「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」
※事前に電話・FAXでお申込みください。

※事前に電話・FAXでお申込みください。

館長講座 

「出雲の縄文文化と交流
          －京田遺跡をひも解く－」

好評開催中～1月27日（月）好評開催中～1月27日（月）ミニ企画展
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斐川町のカンナビ山で
ある【仏経山】に多く点
在する石神さまについ
てまとめた貴重なガイ
ドブックです。

ミュージアムショップ通信
「仏経山の石神さまに
  魅せられて」

年末年始のお休み：
12月29日～1月3日は全館休館致します

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

速報展 好評開催中～2月3日（月）好評開催中～2月3日（月）

受講料300円
本当に赤いことを確かめに来てね！
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出雲科学館の催し（12月）（12月）

所要時間45分

所要時間40分

実　験 所要時間45分 実　験

観覧自由ミニ企画

整理券整理券

イベント 参加無料

サイエンスショー 参加無料

12月14日●土

12月3日●火　　　　　～15日●日

・15日●日

①11：15～12：00 
②15：00～15：45

①11：00～ ②13：30～ ③15：30～

水族館の水はどうやってきれいにしている
のかな？生き物の力で水をきれいにでき
るってほんと？水をきれいにする実験をし
たり、水の汚れを調べる実験をしたりしよう。
◆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

水をきれいにしてみよう！水をきれいにしてみよう！

①10：15～11：00 
②13：30～14：15
シロイルカはどうやってバブルリングを
作っているんだろう？ペットボトルで空気
砲を作って謎を解明しよう！
◆各回先着40人
◆小学3年生以下は2人までにつき保護者1人同伴

9：30～17：30
これまでにアクアスで撮影された生き物たちのかわいい写真
や動画を展示します。

アクアス生き物写真展アクアス生き物写真展
カクレクマノミとナンヨウ
ハギがやってきます。
会いに来てね！

生き物展示生き物展示

しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館

しまね海洋館アクアスが科学館にやってくる！

12月21日●土　　　　　　・22日●日　　　　　

おもしろ！ビックリ！サイエンスショー
ふしぎなクリスマスパーティーへ、おじゃったもんせ！
おもしろ！ビックリ！サイエンスショー
ふしぎなクリスマスパーティーへ、おじゃったもんせ！
おもしろ！ビックリ！サイエンスショー
ふしぎなクリスマスパーティーへ、おじゃったもんせ！
おもしろ！ビックリ！サイエンスショー
ふしぎなクリスマスパーティーへ、おじゃったもんせ！

（いらっしゃいませ！）（いらっしゃいませ！）（いらっしゃいませ！）（いらっしゃいませ！）
講師：坂本 桂子さん（鹿児島市立科学館 科学指導員）

主催／科学の縁結びネットワーク

冬休みにも実験ショーの達人がやってくる！今回のサイエンスショーは鹿児島市立科学館で人気の
実験が大集合します。クリスマスの時期だけの特別なサイエンスショーをお楽しみください。

バブルリングもできちゃう
空気砲をつくろう！
バブルリングもできちゃう
空気砲をつくろう！

※生体の様子によって展示の内容が変わることがあります。

観覧自由ミニ企画

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

紙コップの中に
虹をつくろう

紙コップを使って分光器を作ります。紙
コップの中にできる虹を観察しながら、
光の色の秘密を探りましょう！

11月30日(土)
12月  1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

整理券木　工  
糸のこ盤をつかって
干支の置物をつくろう

一人一台電動糸のこ盤を使って、かわ
いい干支（ねずみ）の置物を作ります。 
干支にまつわるお話や、機械で木材を上
手に切るコツを聞きながら、じっくり木
の工作を楽しんでみませんか？

11月30日(土)・12月1日(日) 
7日(土)・8日(日)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

60分
各回先着16人 

小学3年生以下は1人に
つき保護者1人同伴

整理券ものづくり

カラフルキャンドルを
つくろう！

ロウソクって、どうやって燃えるの？
ロウを使って実験しながら、きれいな
キャンドルを作ってみましょう。

21日(土) ・ 22日(日)
25日(水)～27日(金)

①10:30～ 
②13:00～ 
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

自由出入ものづくり

雪の結晶をつないで
オーナメントをつくろう！

紙を折って重ねて切ると、簡単に雪の結
晶の形を作ることができます。切ってつ
なげて、オーナメントを作りましょう。

21日(土) ・ 22日(日)
25日(水)～27日(金)

【受付時間】 
①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

30分 小学3年生以下は
保護者同伴

自由出入自然・環境

部分日食観察会

月が太陽を隠す「日食」が起こります！ 
今回の日食は、太陽の一部が隠れる部分
日食です。観察用のメガネを使って、安
全に日食を観察しましょう。
※中止の場合は当日12：00ごろに出雲科学館

ホームページでお知らせします。

26日(木) 14:00～16:30 ー
安全のため、
お子さんには

保護者が同伴して
観察してください。

参加費
無料チャレンジ！教室チャレンジ！教室

自由出入整理券

〒693-0001 今市町1900－2  ☎25－1500  FAX 24－8383
 ホームページ https://www.izumo.ed.jp/kagaku/
【入館料】無料　【開館時間】9：30〜17：30
【休館日】12月2日(月)、9日(月)、16日(月）、23日(月・祝）、28日（土）〜1月3日（金）

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（日））、
ボランティアさんのわくわくかがくひろば「まつぼっくりでクリスマスツリー」（7日（土）・8日

（日）・14日（土）・15日（日））などがあります。詳しくは出雲科学館（25‐1500）へお問い合わ
せください。

出雲科学館公式
Facebook

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方は代理人になれません。）

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があります。
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〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411
【休館日】アクティーひかわ　         12月29日～ 12月31日
　　　　アクティーひかわ体育館   年中無休

アクティーひかわ（12月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 フォークダンスで身体を動かしてみませんか？ 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（12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

餅つきを
体験しよう！

正月といえばお餅。昔ながらの杵と臼
でぺったんぺったん！できたてのお餅
を食べてみよう！

15日(日) 10:00～13:00
20人(先着順)
子ども～大人

(5歳以上)

12/5(木)
～ 12/12(木) 700円/人

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

風の子楽習館
クリスマス会

子ども向けコンサート、クリスマスに
ちなんだ体験学習やフィンランドクッ
キーの飾りつけなどイベントが盛りだ
くさん！体験学習をした先着120名の
お子さんはビンゴゲームに挑戦！クリ
スマスプレゼントをゲットしよう！

1日(日) 10:00～16:00 どなたでも
参加できます 申込不要 体験学習等は

実費

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間：10：00～17：00　※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　

松ぼっくりミニツリー
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)
ホームページまたは

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 ～ 16：15

◆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（12月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

簡単おせち作りの
ワンポイント（日本料理） 正月を迎えるためのおせち料理のワンポイント教えます。   1日(日）  9：30～ 10人  一般 1,300円

ミニ門松作り 松や竹を使ったミニ門松づくりに挑戦しよう。 20日(金） 14：00～ 30人   一般  700円

春を待つ花を生けよう 正月を迎える花を生けましょう。 21日(土）  9：30～ 15人   一般  1,500円

入場料
500円

（全席自由）

ひかわ 
New Year Concert

◆と　　き／1月12日（日）14：00開演（13：30開場）　　
◆おたずね／アクティーひかわ　☎︎ 72-7411 第20回

〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】月・木曜日、12月29日～１月３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）（12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

韓国料理教室
(大人気の本場キムチ作り)   7日(土） 10：00～13：00 1,800円

肥料用ボカシ作り教室
【定員15人】   8日(日） 13：30～16：30 1,400円

肥料用ボカシ作り教室
【定員15人】 10日(火） 13：30～16：30 1,400円

韓国料理教室
(超人気の本場キムチ作り) 14日(土） 10：00～13：00 1,800円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
手作りのマコモの
しめ飾りでお正月 15日（日） 10：00～12：00 1,200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

布細工同好会 
（パッチワークなど） 20日（金） 13：30～16：30    400円

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