
出雲科学館（5月）出雲科学館（5月）

イベント 参加無料GW 祭エンス・フェスティバル       GW 祭エンス・フェスティバル       GW 祭エンス・フェスティバル       GW 祭エンス・フェスティバル       
サイサイサイサイ

5月2日●土  ～ 6日●水 ●振休  

糸のこ盤で木のストラップをつくろう糸のこ盤で木のストラップをつくろう糸のこ盤で木のストラップをつくろう糸のこ盤で木のストラップをつくろう

立体映画（３Ｄ）立体映画（３Ｄ）立体映画（３Ｄ）立体映画（３Ｄ）
①10：50～ ②12：40～
③14：00～ ④15：30～

【受付時間】①9:30～12:00 ②13:30～16:00
◇小学３年生以下は２人までにつき保護者1人同伴　 空気の力を

みてみよう
空気の力を
みてみよう
空気の力を
みてみよう
空気の力を
みてみよう

サイエンスショー

①11:00～ 
②14:00～

プラネタリウムプラネタリウムプラネタリウムプラネタリウム
①11：20～ ②13：20～
③14：30～ ④16：10～

糸のこ盤を使って木のストラップを
作ります。

ビー玉くるくるビー玉くるくるビー玉くるくるビー玉くるくる
ビー玉が昇ったり降りたりしている
ように見えるオブジェを作ろう。

風見鶏をつくって、
風の向きを調べよう！
風見鶏をつくって、
風の向きを調べよう！
風見鶏をつくって、
風の向きを調べよう！
風見鶏をつくって、
風の向きを調べよう！
厚紙とストローと竹串で好きな形の
風見鶏を作ろう。

所要時間30分

ものづくり・実験ブース

※上映時間は変更になることもあります。

大型連休は出雲科学館で科学を満喫しよう！大型連休は出雲科学館で科学を満喫しよう！大型連休は出雲科学館で科学を満喫しよう！大型連休は出雲科学館で科学を満喫しよう！

〒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】5月7日（木）・11日（月）・18日（月）・25日（月）

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

自由出入自然・環境

天体観望会
春の星座・月・金星

春の星座を探しながら、天体望
遠鏡で月や金星を観察してみま
しょう。曇天・雨天時はプラネ
タリウムを上映します。
協力：出雲天文同好会

2日(土)
[受付時間] 

19:00～20:30 
※曇天・雨天時は

20:00まで

ー 中学生以下は
保護者同伴

自由出入木　　工

糸のこ盤で木の
ストラップをつくろう

糸のこ盤を使って木のストラッ
プを作ります。好きな形を板に
描いて機械で切り抜いてみま
しょう。切り口を綺麗に磨いた
ら、紐を通して完成です！

9日(土)・10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
2人までにつき
保護者1人同伴

整理券実　験

つくって飛ばそう！
手づくりロケット！

傘袋を使ってロケットを作りま
す。本物のロケットがどんな仕
組みで飛んでいるのか、手づく
りロケットを飛ばしながら調べ
てみましょう！

  9日(土)・10日(日) 
16日(土)・17日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

50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

きれいに咲かせよう！
ロウソクの花 

ロウソクを使ってカラフルなお
花を作ります。きれいなお花を
咲かせるにはどうすればいいか
実験しながら、メッセージカー
ドを作りましょう！

23日(土)・24日(日) 
30日(土)・31日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

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

自由出入実　験

ストロー吹き矢で
実験だ！

矢を遠くに飛ばすためにはどう
したらいいのかな？ストロー吹
き矢を作って、実験してみよ
う！

5月30日(土)・31日(日) 
6月6日(土)・7日(日)

[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

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 募集人数・対象 締切・応募QR 参加費
レベルアップ☆サイエンス  

～炎の教室～
めざせ！炎の達人！
空き缶でコンロをつくろう
※応募の際、希望日時を第３希望
　まで明記してください。

物がよく燃える構造や、燃料の入
れ方を調べながら、空き缶コンロ
を作ります。
関連単元：
　物の燃え方と空気（小6）
　酸素がかかわる化学変化（中2）

30日(土)
31日(日)

①10:00～12:00
②14:00～16:00

小学6年生～
中学3年生
各回8人

(小学生未満入室不可)

5月17日(日)

無料

この他にも、応募教室「木工創作教室」（17日（日）・20日（水）※締切各7日（木）・10日（日））、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」（16日（土）・17日（日）・23日（土）・24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。

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人につき2人分まで、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

整理券参加
無料

科学館
ホームページ
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■定例講演会 第177回
■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
5月17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

※イベント中止などを含め最新情報は
Facebookをご覧ください

5月16日(土) 13：30～15：00
演題：『縄文時代の祈りと祭りからみた精神文化と社会変化』
講師： 幡中光輔
資料代300円　事前に電話でお申し込みください ※場合により中止に

　なることがあります

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 

第1回

【ギャラリートーク】 6月6日（土）【ギャラリートーク】 6月6日（土）

【ギャラリートーク】 【ギャラリートーク】 

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

「『日本書紀』1300年記念
　　  硯から見た古代の出雲」

職員リレー講座

文化財保護審議会委員講座

「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 宮本鍛冶山内遺跡」

春季企画展

速報展

好評開催中～7月27日（月）好評開催中～7月27日（月）

5月2日（土）～25日（月）5月2日（土）～25日（月）

ギャラリー展

期間中無休荒神谷博物館情報
　平成29年度から始まったシリーズの3年目
となります。これまで三瓶山の噴火をはじめ、
自然災害に見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。
　シリーズ最後となる今回は、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。

こころから こころへ、守られ 育まれ、引き継がれる ひかりの息吹。
親から子へ、子から孫へと伝えられ、織りなされる
島の根の國 いずもの祭りの眺め。

ホール展示

春の企画展

〒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

三品知子写真展
「いずもの祭りと
　　　　子どもたち」

◆時間 10：00～ ◆受講料 無料
※申込は不要です

硯（すずり）を通して
古代の出雲を再考！

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

◆講師：幡中 光輔

5月23日（土）5月23日（土）

「大社の近代化
　　　ー神門通り新設と神苑拡張」
「大社の近代化
　　　ー神門通り新設と神苑拡張」

「田儀櫻井家のたたら製鉄と信仰」「田儀櫻井家のたたら製鉄と信仰」

◆和田 嘉宥 氏（米子工業高等専門学校 名誉教授）

5月30日（土）5月30日（土）

好評開催中～5月18日（月）好評開催中～5月18日（月）

6月6日（土）6月6日（土）

【講　座】
◆時間 14:00～16:00　◆受講料 各回300円　
※事前に電話・FAXでお申し込みください

好評開催中～6月1日（月）好評開催中～6月1日（月）

◀高浜Ⅱ遺跡で見つかった硯◀高浜Ⅱ遺跡で見つかった硯

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。

ミュージアムショップ通信
「続石神さんを訪ねて」
「石の聲を聴け」
出雲の石神信仰
遺跡をはじめ、石
見地方、さらに世
界の巨石をまとめ
た2冊です。

  開催中～7月6日（月）  開催中～7月6日（月）

『 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

・ 5月7日（木）



〒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（5月）

◆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。

※天候等によって中止または変更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 開催時間

一般体験学習
ものづくり体験の所要時間は１回約30分です。
参加費：50円～ 400円(予約不要)

土曜日・日曜日・祝日
(イベント開催時は除く)

1日10回
ホームページまたはお電話

にてご確認ください。

午前 午後

①  9：30～ 
②10：00～ 
③10：50～ 
④11：20～

⑤13：10～ 
⑥13：40～ 
⑦14：30～ 
⑧15：00～ 
⑨15：50～ 
⑩16：20～

◆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。

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（5月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 楽しくフォークダンスを踊って、心と身体を元気にしましょ
う！！

8日・15日・22日・29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。

2日・9日・23日
（いずれも土曜日） 14：00～15：30

無料
14日（木）・28日（木） 19：00～20：30

〒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）（5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】   9日(土） 9：30～11：00    600円

韓国料理教室	
（プルコギとモヤシご飯・スープ）   9日（土） 10：00～13：00 1,500円

野の花談義	
（春爛漫！課外授業） 10日（日） 10：00～12：00    400円

肥料用ボカシ作り教室
（10㎏お持ち帰り）

10日（日）
12日（火） 13：30～15：30 1,400円

カズラ細工教室
（ランプシェード・花かご） 17日（日） 10：00～12：00 2,000円

2,500円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 17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） 20日（水） 13：30～15：30 1,900円

布細工同好会
（パッチワークなど） 22日（金） 13：30～16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 23日（土） 13：30～16：30    700円

島根ゆかりの和の香木	
クロモジの香袋作り 24日（日） 10：00～12：00 1,800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
夜遊び探検隊①	
モリアオガエルの
産卵観察

公園内の池で産卵するモリアオガエルを観察
して生き物のふしぎにふれてみませんか。 5月30日(土) 19：00～21：00

20人（先着順）
3歳以上 

（小学生以下は
保護者同伴）

5月21日(木) 
～5月28日(木) 100円

夜遊び探検隊②	
多伎のホタルを
見に行こう！

ホタルの生態について学習した後、きれいな
田儀川の川沿いを歩きながらゲンジボタルを
観察しよう。

6月  6日(土) 
6月13日(土) 20：00～21：30

各30人程度（先着順）
3歳以上 

（小学生以下は
保護者同伴）　

5月22日(金) 
～ 5月31日(日) 300円

地引網を体験
してみよう！	
（団体申込のみ）

多伎の砂浜で昔ながらの地引網を体験しよ
う！人と海の関わりを学ぼう！
一般の申込みは6月11日(木)から受付けます。

6月28日(日)    5：30～9：30

団体は40人まで 
小学生以上 
(小学生は 

保護者同伴)

5月14日(木) 
～ 6月10日(水)

子供 1,000円 
大人 1,200円　　　　　

～自然の川で～	
ヤマメのつかみ
取りを楽しもう！	
（団体申込のみ）

多伎町奥田儀の宮本川の上流で昔行われていた
櫻井家のたたら製鉄の歴史を学び、自然の川で
ヤマメのつかみどりに挑戦しよう！
一般の申込みは8月6日(木)から受付けます。

8月22日（土） 10：00～13：00

団体は50人まで 
3歳以上 

(小学生以下は 
保護者同伴)

5月14日(木) 
～ 8月5日(水)

子供1,000円 
大人1,200円

イベント名 内　　　　容 開催日 時　間 募集人数(対象) 参加費

春の手引ヶ丘公園
祭り

ゴールデンウィークは家族で手引ヶ丘公園へ出かけよう！ふだんで
きないものづくり体験やふわふわドーム、的当てルーレット、スー
パーボールすくい、ミニＳＬ乗車体験、乗馬体験、ミニパワーショ
ベル乗車体験などとっても楽しいイベントが盛りだくさん！家族・
お友達で出かけよう！・フリーマーケット募集中

2日（土） 
3日（日）

10：00～16：00
どなたでも

参加できます
体験学習等は

実費

〒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（5月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

親水池の生き物を
みんなで調べよう

親水池に、どんな在来種や外来種の生物がいるか
を調べてみよう。 10日(日）  9：00～ 20人   一般・（小学３年生以

下は保護者同伴） 300円

箱庭作り 簡単でかわいい箱庭を作ろう。 16日(土）  9：30～ 10人  一般 500円

春の星座観察会 この季節に見ることのできる星座や天体を観察し
ます。 22日(金）  20：00～ 無制限 ー 無料

環境にやさしい
紙バンド手芸（初夏のカゴ） レース付きのかわいいカゴを作りましょう。 23日(土）  9：00～ 15人  一般 1,100円
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