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■定例講演会 第175回
■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
3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♪

3月7日(土) 13：30～15：00
演題：『出雲国風土記の世界』
講師：平野　芳英（荒神谷博物館 学芸顧問)
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）・年末年始

よすみちゃん

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

◀歴代当主が眠る
　田儀櫻井家の墓地
◀歴代当主が眠る
　田儀櫻井家の墓地

【ギャラリートーク】 
3月21日（土）、5月9日（土）
【ギャラリートーク】 
3月21日（土）、5月9日（土）

【関連講演会】 3月 14日（土）【関連講演会】 3月 14日（土）

「『日本書紀』1300年記念
　　 ・硯から見た古代の出雲」

「1/80の調査
  ―史跡鰐淵寺境内の調査から―」

「田儀櫻井家のたたら製鉄 
  　　　　　　その１ 宮本鍛治山内遺跡」

春季企画展

速報展

2月26日（水）～6月29日（月）2月26日（水）～6月29日（月）

2月11日（火・祝）～3月30日（月）2月11日（火・祝）～3月30日（月）

ギャラリー展

ここが
ポイント

期間中無休荒神谷博物館情報
　平成29年度から始まった「出雲平野からみる
縄文時代シリーズ」の3年目となります。これま
で三瓶山の噴火をはじめ自然災害に舞われな
がらもたくましく生きた縄文人の姿や、土器の
模様の変遷を紐解き、縄文人の地域間交流を
テーマに展示を行ってきました。このシリーズ
最後となる今年度は、マツリや葬送儀礼などの
「精神文化」にスポットをあて、出雲の縄文人の
「祈り」や「思い」に迫ります。

出雲では初節句に天神さんやお雛さまが飾られます。江戸中期に遡る五色
天神や明治時代に製作された土天神は、子どもの成長と学問の向上を祈り
作られたものです。武者幟、土天神、立天神、五色天神など展示します。
ぜひこの機会にお子さまとご一緒にご鑑賞ください。　

ホール展示

春の企画展  3月7日（土）～7月6日（月）  3月7日（土）～7月6日（月）

〒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

『 縄文の祈り
  ～人々は何に願いを込めたのか～』

出雲平野からみる縄文時代シリーズその３

「７世紀の地方社会と出雲」

『ひかわの天神さま』 3月7日（土）～4月27日（月）3月7日（土）～4月27日（月）
荒神谷遺跡出土銅剣と志谷奥
遺跡、伝横田八幡宮の銅剣が
勢揃いします。普段めったに並
ぶことのない３種の銅剣です。

『国宝荒神谷銅剣と
　　　　しまねの銅剣』

◆時間　14：00～16：00　
※事前に電話、FAXでお申し込みください。

　◆講師：鐘江 宏之 氏（学習院大学 教授）

受講料 300円

田儀櫻井家の
歴史を

紹介します！

出雲市文化財保護審議会委員講座

「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
～講演会・講座～

◆時間　10：00～　※申込は不要です。
～ギャラリートーク～

『日本書紀』が成立した
1300年前の出雲の様子を
出土した硯から考えます。

3月7日（土）～5月18日（月）3月7日（土）～5月18日（月）

好評開催中～6月1日（月）好評開催中～6月1日（月）

※開催日が変更になりましたのでご注意ください

お知らせ

◀古代の硯◀古代の硯

3/7～4/23の期間、島根県内で国宝銅剣を
展示しているのは荒神谷博物館だけです

鰐淵寺
境内の歴史に
迫る！

三井Ⅱ遺跡出土石製垂飾▶三井Ⅱ遺跡出土石製垂飾▶

ただし、4月28日（火）は
展示替えのため、お休みします。
ただし、4月28日（火）は
展示替えのため、お休みします。



出雲科学館（3月）出雲科学館（3月）

会員
募集

企画展

生活の中に隠れている「ふしぎ」に
ついて、観察をしたり、実験をしたり
しながら調べてみよう！

観覧無料 サイエンスショ－ 観覧無料

3月7日●土  ・ 8日●日  ①11：00～ ②14：00～ ③15：30～ 所要時間30分3月14日●土  ～ 4月12日●日  

令和２年度『出雲少年少女発明クラブ』令和２年度『出雲少年少女発明クラブ』令和２年度『出雲少年少女発明クラブ』令和２年度『出雲少年少女発明クラブ』

物が燃える様子ってきれいで不思議でおもしろいですよ
ね！お家ですると絶対に叱られる！？そんな実験ショーを
見てみよう！

◆対象／小学4年生～中学3年生　
◆申込締切／３月３１日（火）
◆年会費／３,０００円

生活の中のふしぎ展
～身近な「なぜ？」を調べよう！～
生活の中のふしぎ展
～身近な「なぜ？」を調べよう！～
生活の中のふしぎ展
～身近な「なぜ？」を調べよう！～
生活の中のふしぎ展
～身近な「なぜ？」を調べよう！～

家でやったら叱られる！？
～物を燃やす実験ショー～
家でやったら叱られる！？
～物を燃やす実験ショー～
家でやったら叱られる！？
～物を燃やす実験ショー～
家でやったら叱られる！？
～物を燃やす実験ショー～

アリはなぜ
小さいの？

※活動日時や申込方法など、詳しくはホームページをご覧ください。電話で会話ができるのはなぜ？

〒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】3月2日（月）、9日（月）、16日（月）、23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

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。
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。

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

整理券実　験

ふわふわスライムを
つくろう！

身近な材料を使って、ふわ
ふわ・もちもちのスライム
を作りましょう！

2月29日（土）
3月  1日（日）
       7日(土)
       8日(日)

①10:00～ 
②11:30～ 
③13:30～ 
④15:30～

45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

プログラミングに挑戦！
センサーを使って
ロボットを動かそう

パソコンでロボットのプ
ログラミングをします。
※ロボットの持ち帰りは
　できません。

14日(土)・15日(日)
20日(金・祝)

～22日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

60分

各回先着16人
小学4年生以下は

1人につき
保護者1人同伴

自由出入実　験

いろんな砂で絵を
描こう！

砂を使って、絵を描きま
す。
顕微鏡や虫眼鏡で砂の観
察もしてみましょう！

20日(金・祝)
～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
2人までにつき
保護者1人同伴

自由出入実　験

どんな声に
聞こえるかな？
針金で糸電話を
つくろう！

音の伝わり方を学びなが
ら、針金で糸電話を作りま
しょう！

25日(水)～29日(日)
[受付時間] 

①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

20分 小学2年生以下は
保護者同伴

整理券木　工

杉の木をつかって
写真立てをつくろう

角材をのこぎりで切って、
組み立てて、写真立てを作
ります。

3月28日(土)
      29日(日) 
4月  4日(土) 
       5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 

※学年は新年度のもの

自由出入ものづくり

ゴム鉄砲をつくろう
割りばしと輪ゴムを使っ
て、ゴム鉄砲を作ります。

   3月30日(月) 
～4月  3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 
※学年は新年度のもの

自由出入ものづくり

春の草花でしおりを
つくろう

いろいろな草花を観察し
ながら、しおりを作りま
しょう。

   3月30日(月) 
～4月  3日(金)

[受付時間] 
①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

20分
小学3年生以下は

保護者同伴 
※学年は新年度のもの

この他にも、応募教室「木工応用講座」（全５回）（14日（土）・15日（日）、20日（金・祝）～22日（日）※締切3月
4日（水））、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「つくろう！手づくりくす玉」（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。

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）
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。チャレンジ！教室チャレンジ！教室 自由出入

整理券参加
無料

科学館HP
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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、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）（3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	
（タッカンマリと韓国もち） 14日（土） 10：00〜13：00 1,500円

野の花談議	
（春を探して課外授業） 15日（日） 10：00〜13：00    400円

カズラ細工教室	
（季節の山野草の寄せ植え） 15日（日） 10：00〜12：00 2,000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

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
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） 27日（金） 13：30〜16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 28日（土） 13：30〜16：30    700円

春！何かが変わる時
桜葉オイルで作るお部屋香 29日（日） 10：00〜12：00 2,500円

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（3月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 いよいよ春！寒さで運動不足な身体をフォークダンス
で動かしましょう。 6日（金）・27日（金） 10：00〜11：30 750円/月

ひかわdeにほんご教室 日本語を学びたい外国の人のための教室です。
楽しくご指導します。

7日・14日・28日
（いずれも土曜日） 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（3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

野外クッキング体験	
(ダッチオーブンで
ピザを焼こう！ )

燃料は炭。ダッチオーブンで調理しま
す。旬の食材を使って「香ばしいピザ」
と「あまいデザート(コブラー )」作りに
チャレンジしよう！

7日(土) 
予備日 
8日(日)

10:00〜13:00 8家族
2月27日(木)

～
3月5日(木)

2,000円/家族

バードウォッチン
グを体験しよう！

野鳥の生態や双眼鏡の正しい使い方を
学んだら、手引ヶ丘公園を散策し、公
園内にいる鳥を見つけて名前や習性に
ついて特徴を学ぼう。

22日(日) 9：30〜11：30 6家族15名程度 12日(木)
〜 19日(木) 100円/人

◆事前申込（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 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 〜 16：45

◆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。

アクティーフェスタ 2020
＜作品展示＞
洋裁・フラワーアレンジ・いけ花・パッチワーク・日本画・書道・木彫　
＜発表会＞　
日本舞踊・フォークダンス・フラダンス・スペインの踊り・にほんご教室 etc
◆おたずね /  アクティーひかわ　☎ 72ー7411 

◆とき／3月8日（日）作品展示・発表会　　
◆場所／アクティーひかわ

入場料
無料
全席自由

〒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（3月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

簡単ピザづくり みんなで楽しくピザ作り。    1日(日）  9：00〜 10人  一般 700円

しいたけを育てよう 自家製の椎茸を育ててみよう。    8日(日）  9：30〜 20人  一般 1,000円
(1本)  

可愛い五月の節句飾りを
作りましょう

こいのぼりや兜を和紙でデコレートしたり
ペイントをして節句飾りを作ります。  15日(日）  9：00〜 15人  一般 1,300円

野鳥観察会 出雲大社周辺の野鳥を観察しよう。  22日(日）  9：00〜 20人  一般・子ども 無料
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