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■定例講演会 第173回
■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
1月19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♪

1月18日(土) 13：30～15：00
演題：秋の企画展関連講座『姫原西遺跡でみつかった川は何川か』
講師：池淵俊一 氏（島根県教育委員会文化財課)
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 

◀御領田遺跡(左)と奥ノ谷遺跡(右)の縄文土器 ◀御領田遺跡(左)と奥ノ谷遺跡(右)の縄文土器 

赤い鏡（山地古墳）赤い鏡（山地古墳）

▲青磁双魚文盤(蔵小路西遺跡)島根県教育委員会▲青磁双魚文盤(蔵小路西遺跡)島根県教育委員会

「出雲の縄文文化と交流
          －京田遺跡をひも解く－」

【ギャラリートーク】（申込不要）
1月 18日（土）10：00～
【ギャラリートーク】（申込不要）
1月 18日（土）10：00～

【ギャラリートーク】（申込不要）
1月 25日（土）10：00～
【ギャラリートーク】（申込不要）
1月 25日（土）10：00～
【関連講演会】 2月 11日（火・祝）【関連講演会】 2月 11日（火・祝）

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

「出雲の赤 古墳時代編」
好評開催中～2月24日（月・振休）好評開催中～2月24日（月・振休）ギャラリー展

期間中無休

「杵築富くじ興行とその経済効果」「杵築富くじ興行とその経済効果」

荒神谷博物館情報

弥生～古墳時代の遺物だけでなく、中世の館跡も見つかっています。中国から輸入され
た青磁や、竹製の笛などからは中世、出雲平野の有力者の暮らしぶりが垣間見えます。

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 開催中～令和2年1月26日（日）開催中～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

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～』

◆時間　１４：００～１６：００  1月25日（土）  1月25日（土）

◆講師：花谷　浩

◆講師：山﨑 裕二 氏（公益財団法人 いづも財団 事務局長）

◆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。

館長講座③ 

2月22日（土）2月22日（土）

第80代出雲国造の
後、東京府知事や司
法大臣を務めた千
家尊福。その活躍を
追い続けた貴重な
伝記です。

年末年始のお休み：12月29日～1月3日　
4日～通常営業致します

受講料 各回300円

出雲市文化財保護審議会委員講座
～文化財の専門家が出雲の歴史や文化を語る～
第１回

「出雲の神像ーその信仰と造形」「出雲の神像ーその信仰と造形」
◆講師：的野 克之 氏（島根県立古代出雲歴史博物館 参与）

2月2９日（土）2月2９日（土）第２回

「神門通りの形成と出雲大社の神苑拡張計画
 （大社の近代化と近代的な神社景観の形成）」
「神門通りの形成と出雲大社の神苑拡張計画
 （大社の近代化と近代的な神社景観の形成）」
◆講師：和田 嘉宥 氏（米子工業高等専門学校 名誉教授）

3月7日（土）3月7日（土）第３回

～講座・講演会の共通事項～

ミュージアムショップ通信
「千家尊福と
　 出雲信仰」

受講料
300円



出雲科学館の催し出雲科学館の催し（1月）（1月）

1月4日●土　　　　　　～7日●火　　　イベント

◇参加シート配布時間　9:30～15:45
新年は、科学を使ったゲームで遊びながら、冬の寒さを吹き飛ばそう！
ゲームは全部で７種類。「かしこくじ」や「リカムシール」をゲットしよう♪
ゲームの成績が良かった人には、「出雲科学館特製ポストカード2020」もプレゼント♪

参加無料

受付時間　①9:30～12:00　②13:30～16:00

受付時間　①9:30～12:30　②14:00～16:00

エビでタイを釣る 急がば回れ！お年玉追い羽根かがみもぢ

電撃☆チューチューお雑煮コロコロ

新春！科学で初遊び 2020 新春！科学で初遊び 2020 新春！科学で初遊び 2020 新春！科学で初遊び 2020 

ねらえ大吉！的あておみくじ

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象
整理券実　験

お米のふしぎ
～おもちをつくろう～

お米を使って実験しながら、おもちの
秘密を調べてみましょう。

11日（土）
～13日（月・祝）

①10:30～
②13:30～
③15:30～

40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

オリオン座の
ストラップをつくろう

プラネタリウムで冬の星空を観た後
に、UVレジンを使ってオリオン座の
ストラップを作ろう！

18日（土）・19日（日）
25日（土）・26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

自由出入ものづくり

ふしぎなふりこを
つくろう

大・中・小、大きさのちがう3つの振り
子を作ります。ゆらし方を工夫すると、
ねらった振り子だけをゆらすことがで
きるふしぎな振り子を作りましょう。

1月25日（土）・26日（日） 
2月29日（土）・3月1日（日）

[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

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 募集人数・対象 応募締切 参加費

ものづくり  
レザークラフト教室
マチなしセカンドバッグ

蝶柄が刻印された革を染色して、革製の
マチなしセカンドバッグを作ります。
※「蝶柄」が材料にあらかじめ刻印された素材

を使います。刻印作業はありません。

28日(火) 9:40～13:00 大人15人 1月21日（火） 2,000円

自然・環境  
星空観察を楽しもう
冬の星座・月・金星

夜が冷え込む季節ですが、夜空で美し
く輝く冬の星座を探してみましょう。 
天体望遠鏡で月や金星も観察します。

2月1日（土）
18:00～20:00

※曇天時は
19:00まで

15組
小学生～大人

中学生以下は保護者同伴
※小学生未満同伴不可

1月19日（日） 無料

ものづくり  
ガラスフュージング 
ベネチアングラスの
ペンダントトップづくり

ガラス破片を組み合わせてデザイン
し、電子レンジの中で特殊な窯で溶
融(フュージング）させます。溶融し
た作品を使ってペンダントトップ作
りをします。

2月1日（土） ①  9：30～12：00 
②13：30～16：00

各回10人
中学生～大人
※小学生未満

入室不可

1月24日(金) 1,000円

ものづくり  
偏光板で
万華鏡をつくろう

偏光板とプラスチックを使って、偏光
の仕組みを学びながら万華鏡を作りま
す。

2月2日（日） ①10:00～11:00
②11:30～12:30

各回20人、小学生～大人
小学3年生以下は2人まで

につき保護者1人同伴
1月24日(金) 無料

実　験  
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｣

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。プログラミングの体験を通して、
自動運転車が走る未来の社会を考えましょう！
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

2月８日（土）
     ９日（日）

10：00～16：00 
（12：30～13：30

昼休憩）

各日10人
小学4年生～大人

1月26日（日） 無料

この他にも、応募教室「木工創作教室」（19日（日）・22日（水）※締切各9日（木）・12日（日））、ボランティア
さんのわくわくかがくひろば「クルクル回る紙皿コマ」（11日（土）～13日（月・祝）・18日（土）・19日（日））な
どがあります。詳しくは出雲科学館（25ー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。
※応募の際、希望日時を第2希望まで明記してください。

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 https://www.izumo.ed.jp/kagaku/
【入館料】無料　【開館時間】9：30〜17：30
【休館日】1月1日（水・祝）〜3日（金）、14日（火）、20日（月）、27日（月）
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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、１月1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）（1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】 11日(土） 9：30〜11：00    600円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります）

15日（水） 13：30〜15：30 1,900円

腸を元気にする教室
【定員各12人】 18日(土） 9：30〜13：00 1,500円

カズラ細工教室	
(コケ玉・かご・ランプシェード）

19日（日） 10：00〜12：00
1,000円
2,000円　
2,500円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります）

19日（日） 13：30〜15：30 1,500円

腸を元気にする教室
【定員各12人】 21日(火） 9：30〜13：00 1,500円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

レザークラフト(入門）
(カードケースを作ります) 22日（水） 10：00〜13：00 1,300円

布細工同好会
（パッチワークなど）

24日（金） 13：30〜16：30    400円

韓国料理教室	
（チゲ鍋とチャプチェ）

25日（土） 10：00〜13：00 1,500円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 25日（土） 13：30〜16：30    700円

地元無農薬大豆でみそ作り
（昼食と５キロのお持ち帰り）

26日（日）
28日（火） 10：00〜13：00 5,000円

レザークラフト(ステップアップ）
(小銭入れを作ります)

29日（水） 10：00〜13：00 1,300円

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411
【休館日】アクティーひかわ　　　　 １月１日～１月３日
　　　　アクティーひかわ体育館    年中無休

アクティーひかわ（1月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 寒い季節ですがフォークダンスで身体を動かし、
身体と脳を鍛えましょう。

10日・17日・24日・31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。

4日（土）・11日（土）・25日（土） 14：00〜15：30
無料

9日（木）・23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（1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

きのこ栽培を
体験しよう！	
（原木は持ち帰り）

ドリルを使って原木に穴をあけ、しいた
けの菌を打ち込もう。後は持ち帰って木
陰に運べば準備は完了。しいたけが生え
てくるまでゆっくり待とうね。しいたけ
のおいしい食べ方も体験してみよう。

19日(日) 9：30〜11：30 20名
(先着順)

1/9（木）
～

1/16（木）

参加費
200円/人 

原木 850円/人 
（原木は1人3本まで）

そば打ちを
体験しよう！

力をこめてそばを練って、おいしいそば
を作ろう。そばを打つのはちょっとむず
かしいけど、家族みんなで楽しく作った
できたてのそばはとってもおいしいよ。

26日(日) 9：30〜12：15 ８家族
(先着順)

1/16（木）
～ 

1/23（木）

１家族
（約３人前）

1,500円

◆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 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)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 〜 16：15

◆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】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（1月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

七草がゆを
食べよう 七草がゆを食べて１年の無病息災を願います。  8日 (水）  10：00〜 90人  一般・

子ども 200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）　　
◆出　演／江角亜弥、伊藤千恵、斐川西中学校合唱部
　　　　　コールライラック、HONEY SPICE MUSIC、
　　　　　森山貴宏、宮原もとこ（出雲フィルハーモニー交響楽団）おたずね／アクティーひかわ ☎︎ 72-7411 

第20回
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