
休室のお知らせ

■定例講演会 第186回
演題：『石見地方における弥生後期の墳墓について』
講師：川原和人氏 (元島根県埋蔵文化財調査センター 所長）
資料代300円　要申込み　※マスクをご持参ください

※感染予防のため中止や入場制限の可能性がございます。

2月20日(土) 13：30～15：00 ※ゼミ形式「風土記談義」は新型コロナウイルス感染症
感染防止のため、人数を制限し既に登録されている会
員様限定の開催とさせて頂きます。
　予めご了承ください。

出雲弥生の森博物館情報

出雲弥生の森博物館
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

よすみちゃんみすよちゃん

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

入館料・観覧料   無料

企画展Ⅰ
ホール展示

２０００年前の弥生土器
　　　　　　 ―出雲型広口壺の生産―

国史跡 出雲国山陰道跡
　　　　　　　　　追加指定記念展

ギャラリー展

速報展

春季企画展 2月25日（木）～7月5日（月）3月6日（土）～5月17日（月）

◆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。

荒神谷博物館情報

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） 
展示替え休室：2月16日～2月19日

出雲弥生の森博物館 検索

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

 「秋の築地松を撮ろう！」(11月開催)で撮影した晩秋
の築地松の写真を展示します。
同時に「築地松クイズ」も開催します。
　簸川平野の美しい風
景になくてはならない
築地松。近年、さまざま
な要因でその数が減少
しています。この機会
に、築地松について考え
てみませんか？＊メンテナンス作業のため、休室する場合があります。

　詳しくは、Facebookをご覧ください。

『簸川平野の築地松』『消えた潟湖（神門水海）～辺のムラ、しろえだ～』
せき

ほとり
こ

巡覧！出雲平野の遺跡ｼﾘｰｽﾞⅥ 2月20日（土）～3月29日（月）2月20日（土）～3月29日（月）

2月16日（火）～19日（金）2月16日（火）～19日（金）

次回 企画展Ⅱ

『神遊びー写真家 並河萬里と古代のまつり』
3月末開催予定3月末開催予定

常設展

『出雲の原郷』2月20日（土）～3月中旬2月20日（土）～3月中旬

観覧無料

「上塩冶の山寺と塩冶氏居館」

「中世の信仰事情からみた
　　　　　  上塩冶の山寺」
「中世の信仰事情からみた
　　　　　  上塩冶の山寺」
◆講師：山本 義孝 氏
（日本宗教学会会員・日本山岳修験学会理事）

3月20日（土・祝）１４：００～１６：００3月20日（土・祝）１４：００～１６：００
【要申込】【要申込】

好評開催中～5月24日（月）好評開催中～5月24日（月）
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出雲市上塩冶町の大井谷の
最奥にあった中世の「山寺」
について考えます。

◀矢野遺跡（出雲市矢野町）出土

▲中世の古瀬戸燭台
　（大井谷Ⅱ遺跡出土）

築地松築地松

開催中～令和3年2月15日（月）開催中～令和3年2月15日（月）

＊展示替えのため休室。
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出雲科学館出雲科学館（2月）（2月）

2月6日●土・7日●日・11日●木●祝・13日●土・14日●日・
20日●土・21日●日・23日●火●祝・27日●土・28日●日
2月6日●土・7日●日・11日●木●祝・13日●土・14日●日・
20日●土・21日●日・23日●火●祝・27日●土・28日●日

①10:30～ ②11:30～ ③13:00～ ④14:00～ ⑤15:00～
♦所要時間20分程度　各回先着８組（１組４人まで）

つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争
イベント 参加無料

出雲科学館オリジナル積み木「つみっこ」を使って、３分間で
どれだけ高く積み上げることができるのか、競争しましょう。
友達や家族での挑戦をお待ちしています。

各回の優勝チームには記念ポストカード、
月間総合優勝チームには出雲科学館オリジナルグッズを

プレゼント！ 

応募方法 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。

※開催方法が変更になる場合があります。出雲科学館ホームページでお知らせします。

なるほど！教室なるほど！教室

〒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】2月1日（月）、8日（月）、15日（月）、22日（月）

科学館
ホームページ

参加
無料

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方は代理人になれません。）チャレンジ！教室チャレンジ！教室 整理券

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

温かカイロで
実験しよう！

寒い季節がやってくると欠かせ
ないのが使い捨てカイロ。
どうして温かくなるか知ってい
ますか？温かカイロを作って、
実験してみましょう。

6日(土)・7日(日) 
11日（木・祝) 

13日(土)・14日（日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

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

整理券実　験

静電気のひみつ
～パチッと
　　ならないために～

静電気でパチッとなったことは
ありますか？静電気のひみつを
知れば、いや～な「パチッ」を防
げるかも!?

20日（土)・21日（日)
23日（火・祝)

27日（土)・28日（日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

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

整理券ボランティアさんの教室

わくわくかがくひろば
トリプルリング
グライダーを
飛ばそう！

紙とストローを使って、羽がな
くても飛んでいく飛行機を作ろ
う！

13日(土)・14日（日)
20日(土)・21日（日)

①13:30～　 
②14:30～

20分
各回先着12人 
小学生未満は
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QR・締切 参加費

自然・環境  
星空観察を楽しもう
冬の星座・月・火星

まだまだ寒い日が続きます。
寒さを少し我慢して、冬の星空
をながめてみませんか。
天体望遠鏡で月や火星の観察も
行います。

20日（土)
18:00～20:00
※曇天・雨天時
は19:00まで

6組 
中学生以下は
保護者同伴 

※小学生未満は
同伴不可 2月7日(日)

無　料

実　験  
カラフルべっこうあめを
つくろう

砂糖のヒミツを学びながら、簡
単でキレイなべっこうあめを作
りましょう。
※応募の際は、希望日時を第２希望まで
　明記してください。

27日(土)
28日(日)

①10:00～10：30
②11:30～12：00
③13:30～14：00
④15:00～15：30

各回12人
 小学3年生以下は

2人までにつき 
保護者1人同伴 2月13日(土)

無　料

この他にも、応募教室「木工創作教室」（21日（日）・24日（水） ※締切11日（木・祝）・14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。
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※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。

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411
アクティーひかわ（2月）

教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 楽しく踊って寒さを吹き飛ばしましょう。
身体がポカポカになりますよ。

5日・12日・19日・26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。

6日（土）・13日（土）・27日（土） 14：00～15：30
無料

11日（木）・25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、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）（2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】   6日(土） 9：30～11：30    600円

アート・フラワー教室❶
 （布で花を作ります）

7日（日） 13：30～15：30    1,500円

竹切りから始める
竹かご作り教室

  9日（火）
23日（火） 13：00～16：30    400円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります）

17日（水） 13：30～15：30 1,900円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

アート・フラワー教室❷
 （布で花を作ります）

21日（日） 13：30～15：30    1,500円

布細工同好会
（パッチワークなど）

26日（金） 13：30～16：30    400円

韓国料理教室
（キムチをつくります）

27日（土） 10：00～12：00    1,800円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 27日（土） 13：30～16：30    700円

〒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（2月）

◆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 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～ (予約不要)

土曜日・日曜日・祝日
1日９回

イベント開催時は
実施致しません

午前 午後

①  9：30～ 
②10：00～ 
③10：50～ 
④11：20～

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

◆自由参加（内容によっては人数制限があります） ※ただし、団体予約がある場合は参加できません。電話でお確かめください。

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

うどん打ちを
体験しよう！

家族で力をあわせてコシのあるうど
んをつくろう！上手くできるかな？
できたてのうどんは最高だよ！

13日(土) 9:30～12:30
5家族 

（5歳以上の子ども
とその保護者）

2月4日(木)
～ 

7日(日)
電話受付(先着順)

1,000円/家族 
（4 ～ 5人前）

カラフル
ひなあられを
作ろう！

3月3日はひな祭り。
カラフルな「ひなあられ」を作ろう！ 27日(土) 9:30～11:30

5家族 
（5歳以上の子ども

とその保護者）

2月18日(木)
～ 

22日(月)
電話受付(先着順)

1,000円/家族

※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（2月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

イラスト講座
好きな生き物を描いてみよう

動物や植物などを可愛く描くコツをイラストレーター
がアドバイス自分だけの作品をフレームに飾ります。   6日（土） 9:30 15人  一般 300円

フラワーアレンジメント フラワーアレンジメントに挑戦！バレンタイ
ンデープレゼントにいかが？（容器代を含む） 11日（木） 9:30 15人  一般 2,000円

レザークラフトづくり レザークラフトに挑戦します。 14日（日） 9:00 10人  一般 2,000円

環境にやさしい紙バンド
手芸(春待ちカゴ） 春待ちカゴを作ります。 20日（土） 9:00 15人  一般 1,100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。
★作品により、参加費・材料代が異なりますので、詳しくはおたずねください。 
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