
出雲科学館出雲科学館（8月）（8月）

企画展

日本や世界各地に生息している甲虫の標本や生きた甲虫を展示します。
また、自分の好きな甲虫に投票して誰が一番人気者か決める総選挙も開催します。
※展示内容が変更となる場合があります。
※甲虫とふれあえる「生き虫ハウス」は今年は開催いたしません。

8月8日●土 ～23日●日

観覧無料

9:30～17:30

世界の甲虫展2020世界の甲虫展2020世界の甲虫展2020世界の甲虫展2020
～甲虫総選挙！ 誰が一番魅力的？～～甲虫総選挙！ 誰が一番魅力的？～～甲虫総選挙！ 誰が一番魅力的？～～甲虫総選挙！ 誰が一番魅力的？～

◆2,000点を超える標本展示　
◆国産・外国産の生きた甲虫展示

教　室　名 開催日 開催時間 募集人数・対象 応募QR・締切 参加費

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｣

9月5日(土)・6日(日)  10:00～16:00
（12:30～13:30昼休憩）

各日10人

小学4年生～大人

 

 
8月23日(日)

無料

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

〒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】8月31日（月）　※夏休み期間中は毎日開館 科学館

ホームページ

教　室　名 開催日 開催時間 所要時間 参加人数 備　　考

整理券木　工

めざせてっぺん！ のぼり虫をつくろう
1日(土)～4日(火)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

25分 各回
先着8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

ひんやり科学実験 
1日(土)～5日(水) 50分 各回

先着12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

水に浮かぶ針金アメンボをつくろう
5日(水)～７日(金) 
29日(土)・30日(日) 20分 各回

先着12人
小学3年生以下は2人までにつき 

保護者1人同伴

整理券ものづくり

紙コップ工作 
パクパク人形をつくろう

6日(木)～10日(月・祝) 20分 各回
先着12人 小学3年生以下は保護者同伴

整理券ものづくり

トリック迷路ＢＯＸをつくろう 
8日(土)～12日(水) 50分 各回

先着12人
小学3年生以下は2人までにつき

保護者1人同伴

整理券ものづくり

ふしぎな錯覚の世界 
ビー玉くるくるをつくろう

11日(火)～15日(土) 20分 各回
先着12人

小学3年生以下は2人までにつき
保護者1人同伴

整理券木　工

かんなで削ろう！　マイ箸づくり 
13日(木)～16日(日) 60分 各回

先着8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

空気の力で魚つり 
16日(日)～19日(水) 30分 各回

先着12人 小学3年生以下は保護者同伴

整理券実　験

磁石で実験 
電磁石をつくってみよう

17日(月)～21日(金) 40分 各回
先着12人

小学3年生以下は2人までにつき
保護者1人同伴

整理券ものづくり

風見鶏をつくって風の向きを調べよう！
20日(木)～23日(日) 25分 各回

先着12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

ふわふわスライムをつくろう！ 
22日(土)・23日(日) 
29日(土)・30日(日) 45分 各回

先着12人
小学3年生以下は2人までにつき

保護者1人同伴

自由出入自然・環境  
天体観望会 
夏の星座・月・木星・土星
協力：出雲天文同好会

29日(土)
19:00～20:30 
※曇天・雨天時は

中止
ー 時間内

自由出入 中学生以下は保護者同伴
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■定例講演会 第180回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～

講師：平野芳英・杉岡直子　受講料300円
演題：『縄文時代の祈りと祭からみた精神文化と社会変化』
講師： 幡中光輔 (出雲市文化財課)
資料代300円　要申込み　※マスクをご持参ください

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、人数制限や中止の可能性がございます。 詳しい情報は Facebook をご覧ください

8月29日(土) 13：30～15：00
8月16日(日) 10：00～12：00

出雲弥生の森博物館情報

▲高尾山山頂に残る旧海軍のレーダー基地跡▲高尾山山頂に残る旧海軍のレーダー基地跡

◀硯にも使われています◀硯にも使われています

いっちょうだいっちょうだ
壱丁田遺跡（白枝町）で出土した
高杯に墨で書かれた文字が見つ
かりました。

「いつまでも戦後でありたい２０２０
         　　身近に残る戦争の記憶」

「発見！市内最古
７世紀後半の墨書土器」

◆申込方法/電話・FAXのみ　 ◆申込受付時間/９時～17時
◆必要事項/氏名・電話番号・住所
※講座当日は、感染症予防のため、マスクの着用、手指の消毒、受付
での体温測定にご協力ください。なお発熱・咳・喉の痛みなどの症
状がある場合は受講をご遠慮ください。

受講料 各回300円

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

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため内容を変更する場合がございます。最新情報は、博物館ホームページをご確認ください。

※最新情報はFacebookをご覧ください。

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 

ギャラリー展

入館料・観覧料   無料

７月２9日(水)～9月７日(月)

市内に残る
戦争遺跡を
ご紹介します。

職員リレー講座
第1回

◆講師：原   俊二
「ここまでわかった鰐淵寺」「ここまでわかった鰐淵寺」

9月5日（土）14：00～16：009月5日（土）14：00～16：00

速報展 7月22日（水）～9月14日（月）7月22日（水）～9月14日（月）

第2回

◆講師：幡中 光輔
「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」

9月26日（土）14：00～16：009月26日（土）14：00～16：00

第3回

◆講師：中山 玄貴

「『浴湯日誌』の世界
　　　　―文明開化と温泉宿―」
「『浴湯日誌』の世界
　　　　―文明開化と温泉宿―」

10月3日（土）14：00～16：0010月3日（土）14：00～16：00

申込受付は８月１日(土)から開始
事前申込必須 先着40名 当日受付なし

荒神谷博物館　荒神谷青銅器発見 35周年記念特別展

荒神谷博物館情報
今年は荒神谷遺跡で銅鐸、銅矛が発
見されてから35年目となります。
今回の展示では荒神谷遺跡出土資料
をはじめ、出雲市内から出土した考古
資料とともに、35年前の発掘時の写
真や新聞記事等を展示し、皆さまと
当時を振り返ります。

終戦から75年。当時を知る人もわずかとなり、
大きな犠牲をはらった先の戦争は風化し、忘れ
去られようとしています。しかしながら、今も旧
山陰海軍航空隊「大社基地」や新川（段原）鉄橋
の弾痕など多くの戦争遺産を目にすることがで
きます。今回は、最近の発掘調査などで確認され
た戦争遺跡を中心に見ていただき、戦争を知ら
ない世代へ、平和の大切さを伝えていきます。

ホール展示

申込み・おたずね／
〒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

『埋もれた戦争遺跡
　～旧山陰海軍航空隊
　「大社基地」をめぐって～』

荒神谷遺跡－銅鐸・銅矛
  　 発見から35年の軌跡

8月3日（月）～8月31日（月）8月3日（月）～8月31日（月）

開催中～8月24日（月）開催中～8月24日（月）
観覧無料

機銃掃射による銃痕

斐川町の新川道路にかかる鉄橋

拡大



〒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（8月）

◆事前申込（電話で申込み・先着順） 受付時間 10:00～18:00　※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。

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、予定していたイベントを中止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)

ホームページまたはお電話で
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（8月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 暑い日々が続きますが、フォークダンスで汗
を流してみませんか？

7日・21日・28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。

1日・8日・22日
（いずれも土曜日） 14：00～15：30

無料
13日（木）・27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、8月13日（木）～ 15日（土）
※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）（8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】   1日(土） 9：30～11：00    600円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります）

19日（水） 13：30～15：30 1,900円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 22日（土） 13：30～16：30    700円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

残暑を乗り切る！
塗香＆部屋焚き香 23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）

23日（日） 13：30～15：30 1,500円

布細工同好会
（パッチワークなど）

28日（金） 13：30～16：30    400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

～自然の川で～ 
ヤマメのつかみ

取りを
楽しもう！

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
史を知り、そのきれいな自然の川で
ヤマメのつかみどりに挑戦しよう！
つかまえたヤマメは炭で塩焼きにし
て食べます。

22日(土) 10:00～13:00

50人程度
先着順

 
5歳以上　 

(幼児・小学生は
保護者同伴)

 8月6日(木)
～8月16日(日)

大人1,200円 
子ども1,000円

わくわく公園体験 
～公園散策ゲームと 
カレーライス作り～

手引ヶ丘公園を探検しながらゲーム
をクリアしよう！そのあと、たき火
を使って飯盒炊飯とカレー作りに挑
戦します。

9月5日(土) 9：00～13:30
5家族程度
(先着順) 
(5歳以上)

 8月27日(木)
～9月3日(木)

2,000円/家族 
(約4人分)

※新型コロナウイルス感染症の感染防止や天候等によって中止または日程変更する場合があります。 

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、予定していたイベントを中止する場合があります。
　また、年度当初の講座開催予定表より人数を減らしている講座がありますので、併せてご了承ください。

〒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（8月）

講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費
（夏休み企画）湊原海岸
でキス釣りを楽しもう

自然館周辺の海岸でキス釣りを楽しみます。
(参加費には道具・えさ代を含みます)   1日(土） 6:00 10人  一般(小学３年生以下は

保護者同伴)   1,000円

万華鏡を作ろう 自分だけの万華鏡を作ります。   9日（日） 9:30 10人  一般 700円

(夏休み企画)水草の
観察と水草グラス作り

出雲の魅力的な水草を見て楽しみ、おしゃ
れな水草グラスを作ります。 16日（日） 9:30 15人  一般(小学３年生以

下は保護者同伴)   500円

おしゃれで可愛い
雑貨作り

アクリル絵の具やスポンジを使って小物雑
貨を作ります。 23日(日） 9:00 15人  一般 700円

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、予定していたイベントを中止する場合があります。 
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