
■定例講演会 第187回
演　題：『墓制からみた弥生時代社会』
講　師：池淵 俊一 氏 （島根県教育委員会文化財課 調整監）
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、中止や入場を制限させていただく場合があります。

3月20日(土・祝) 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。

文化財課からのお知らせ

出雲弥生の森博物館情報

重要文化財旧大社駅の老朽化により、次のとおり保存修理工事を行います。
工事期間中は、駅舎の見学及び駅構内への自動車等の乗り入れはできませんので、ご理解とご協力をお願いします。
　●工事概要　　工事期間：2月1日から令和 7年12 月20 日まで
　　　　　　　　工事内容：旧大社駅舎の半解体修理を行うための素屋根（駅舎を覆う屋根付きの囲い）
　　　　　　　　　　　　　及び工事仮設物の建設と駅舎の解体・調査の工事
　●おたずね　　文化財課　☎21-6893　FAX21-6617

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

ホール展示

２０００年前の弥生土器
　　  ―出雲型広口壺の生産―

ギャラリー展

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） 
休 館 日  展示室のみ毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）

出雲弥生の森博物館 検索

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

―同時開催― ＊築地松クイズ！素敵なプレゼントあり！

並河氏は出雲のまつりのようす
を「神遊び」といい、その魅力に
とりつかれるように、各地のま
つりを撮影しています。
遺跡から見つかる祭祀資料に、
並河氏を魅了した「神遊び」に
つながるルーツが見えるのかを
探ります。

＊ホールにて、「なおえ一式飾り」（市指定無形民俗文化財）を展示します。
＊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、当館Facebookをご覧ください。

『簸川平野の築地松』写真展
企画展Ⅱ関連イベント

開催中～5月10日（月）開催中～5月10日（月）

開催中～3月21日（日）開催中～3月21日（日）
企画展Ⅱ

『神遊びー写真家
 　　　並河萬里と古代のまつり』

3月26日（金）～5月10日（月）3月26日（金）～5月10日（月）
常設展

ミニスポット展

『出雲の原郷展』
「悪疫退散！！」同時開催中

観覧無料

「上塩冶の山寺と塩冶氏居館」

重要文化財旧大社駅保存修理 (仮設・解体 )工事について

「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】

焼成中に壊れた
土器から弥生土器の
製作状況が

わかってきました。

◀出雲型広口壺の焼成失敗品
　【矢野遺跡出土】
　(白い部分は復元)

須佐神社の念仏踊り
（佐田町）

須佐神社の念仏踊り
（佐田町）

お知らせ 3月22日（月）～3月25日（木）3月22日（月）～3月25日（木）• 休室• 休室 • 展示室観覧料• 展示室観覧料＊展示替えのため
企画展と常設展とは観覧料が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
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出雲科学館出雲科学館（3月）（3月）

会員
募集

企画展 観覧無料
サイエンスショ－ 観覧無料

令和3年度『出雲少年少女発明クラブ』令和3年度『出雲少年少女発明クラブ』令和3年度『出雲少年少女発明クラブ』令和3年度『出雲少年少女発明クラブ』
◆対象／小学4年生～中学3年生　
◆申込締切／３月３１日（水）　◆年会費／３,０００円
※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。

出雲市にもジオパークがあるって知っています
か？ジオパークってなに？ジオパークってどこに
あるの？
ジオパークについて、その
魅力をたくさん紹介します。
知れば知るほど行ってみた
くなるかも！？

関連教室もたくさん開催します！！
詳しくは「なるほど！教室」を
ご覧ください。

3月6日●土  ・ 7日●日  ①11:00～ ②13:30～ ③15:00～

9:30～17:30
3月6日●土  ～ 4月18日●日  動物たちが得意なことを実験しながら紹介します。どんな動物に会えるか

は、当日のお楽しみに！

島根のジオパーク島根のジオパーク島根のジオパーク島根のジオパーク
探検！探検！探検！探検！ ようこそ！出雲科学サファリパークへ！ようこそ！出雲科学サファリパークへ！ようこそ！出雲科学サファリパークへ！ようこそ！出雲科学サファリパークへ！

※本物の動物は登場しません。

①11:00～ 
②13:30～ ③15:00～

科学館にヒーローたちがやってくる！炎の戦士まさヒーローと、水の戦士たか
ヒーローの２人による、おもしろ楽しいショーをお楽しみください！

炎の戦士＆水の戦士
ダブルサイエンスヒーローショー
炎の戦士＆水の戦士
ダブルサイエンスヒーローショー
炎の戦士＆水の戦士
ダブルサイエンスヒーローショー
炎の戦士＆水の戦士
ダブルサイエンスヒーローショー
3月20日●土  ●祝  ・ 21日●日  

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】3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 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象
整理券木　工

ならべてつなげて！キュービックブロック
6日(土)・7日(日) 

13日(土)・14日（日)
①10:30～ ②13:30～ 
③15:30～ 完成次第退室可 60分

各回先着8人 
小学2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

不思議な万華鏡をつくろう！
6日(土)・7日(日) 

25日(木)～27日(土)
①10:00～ ②11:00～ 
③13:30～ ④15:30～ 30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

カラフル化石のレプリカをつくろう
20日(土・祝)・21日(日) 
27日(土)・28日(日)

①10:00～ ②11:30～ 
③14:00～ ④15:30～ 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

整理券ものづくり

春の草花でしおりをつくろう
   3月28日(日)
～4月  2日(金)

①10:00～ ②11:00～ 
③13:30～ ④14:30～ 
⑤15:30～

30分
各回先着12人 

小学3年生以下は保護者同伴 
※学年は令和2年度のもの

整理券実　験

食塩水で虹をつくろう
   3月29日(月)
～4月  2日(金)

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 ※学年は令和2年度のもの

教　室　名 開催日 開催時間 募集人数・対象 締　切 参加費
自然・環境   
行ってみよう！出雲のジオパーク
講師：入月 俊明 氏（島根大学総合理工学部地球科学科 教授）

3月13日（土) 10:00～15:30
12人 

子ども～大人
※中学生以下は

保護者同伴

3月3日(水) 無　料

サイエンストーク

あんな石、こんな石、おもしろ石！
講師：須田 郡司 氏（写真家・巨石ハンター）
※応募の際は、希望日を第２希望まで明記してください。

3月27日(土)
     28日(日) 14:00～15:00 各日30人

子ども～大人 3月14日（日） 無　料

サイエンストーク

目指せ！出雲ジオパーク博士
講師：入月 俊明 氏（島根大学総合理工学部地球科学科 教授）
※応募の際は、希望時間を第２希望まで明記してください。

4月4日(日) ①10:30～12:00
②14:00～15:30

各回30人 
子ども～大人 3月21日(日) 無　料

自然・環境  
星空観察を楽しもう
冬の星座・月・火星

3月20日（土・祝)
18:30～20:30

※曇天・雨天時は
19：30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

3月7日(日) 無　料

木　工  
木工上級講座〈全３回〉 

3月21日(日)
     27日(土) 
     28日(日)

10:00～16:00
5人、高校生～大人 
※過去に木工中級（旧

木工応用）講座を
修了された方

3月11日(木) 3,000円

木　工  
木のカトラリーづくり
ヒノキのスプーンを削ろう
※応募の際は、希望日を第２希望まで明記してください。

4月9日(金)
   10日(土)

10:00～16:00
（12:00～13:00昼休憩）

各日8人 
中学生～大人 
※中学生未満は

入室不可

3月28日(日) 300円

この他にも、応募教室「木工創作教室」（17日（水） ※締切7日（日））、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「発射台付き紙飛行機」
（13日（土）・14日（日）・20日（土）・21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。

企
画
展
関
連
教
室
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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（3月）
教　室　名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 寒さで運動不足がちな身体をフォークダン
スで動かしましょう。

5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）（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】   6日(土） 9：30～11：30    600円

マイ箸を作ろう！
（人と地球にやさしく）

  6日(土） 10：00～12：00   400円

マイナス5才の体を作る！
 （自然とともに）   7日（日） 10：00～12：00 1,000円

アート・フラワー教室❶❷
 （布で花を作ります）

  7日（日）
21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）

17日（水） 13：30～15：30 1,900円

布細工同好会
（パッチワークなど）

26日（金） 13：30～16：30    400円

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

野の花談議 
(春を探しにお出かけです)

28日（日） 10：00～12：00    400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（3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10回

イベント開催時は
実施しません

午前 午後

①  9：30～ 
②10：00～ 
③10：50～ 
④11：20～

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

◆自由参加（内容によっては人数制限があります） ※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

バードウォッチ
ングをしよう！

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
性について学ぼう。

21日(日) 9:30～12:00
10名程度 

（5歳以上の子ども
とその保護者）

3月11日(木)
～ 

15日(月)
電話受付(先着順)

100円/人

※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（3月）
教　室　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を作りましょう   7日（日） 9:00 10人  一般 900円

しいたけを育てよう 自家製のしいたけを育ててみよう 13日（土） 9:30 20人  一般 1,000円/本

かわいい五月の
節句飾りを作りましょう オリジナルの五月飾りを作ろう 14日（日） 9:30 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 28日（日） 8:30 20人  一般 無料

※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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