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■特別講演会 第192回

特別展展示替えに伴い8月16日(月)～8月20日(金)の間、展示室を休室とします。

演　題：『不弥国と立岩遺跡―峠の道と川の道―』　　
講　師：嶋田光一氏 （飯塚市歴史資料館　館長）
資料代300円　要申込み　※マスクをご着用ください

※感染予防のため中止や入場制限を行う場合がございます。中止、変更などの最新情報は Facebook をご覧ください。

8月28日(土) 13：30～15：00 ■風土記談義（ゼミ形式）
　新型コロナウイルス感染防止のため、既に登録さ
れている会員様限定の開催とさせていただきます。

出雲弥生の森博物館情報

「暁の超特急 吉岡隆徳 出雲から世界へ」

　大正１３（1924）年に建てられた重要文
化財の「旧大社駅本屋」。美しい木造建築の
駅舎は、全国でも珍しく、純和風のデザイン
は、荘厳な姿を今に伝えています。
　一方で、建築後９０年以上が経過し、腐食や破損が進んでいました。
このことから、令和２～７年度にかけて、保存修理工事を行っています。
　内装やレイアウトなど、古い図面や写真などを参考に、かつての姿に
近づけつつ、耐震対策も講じながら、修理していきます。
　今後もこのコーナーで、定期的に旧大社駅保存修理事業の様子を
お伝えします。

島根大学と共同で、旧海軍
大社基地に関する品々を展
示し、戦争当時を知る方々
の証言を紹介します。

出雲生まれのスプリンター
吉岡隆徳を紹介します。
【ギャラリートーク】
８月１５日（日） １０時から

観覧
無料

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。

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

ホール展

お知らせ

「いつまでも戦後でありたい 2021
 ～大社基地の記録と記憶～」

夏季企画展 好評開催中～９月20日（月・祝） ギャラリー展 好評開催中～８月30日（月）

情に棹させば流される。智に働けば角荒神谷博物館情報

出雲弥生の森博物館 検索

「暁の超特急　吉岡隆徳　
　　－栄光と挫折を乗り越えて－」

旧大社駅保存修理事業
よみがえる
大正の駅舎①

「戦争の爪痕と
　　　　 慰霊碑」

7月24日（土）～8月23日（月）7月24日（土）～8月23日（月）

8月28日（土）～9月27日（月）8月28日（土）～9月27日（月）

特別展
魏志倭人伝シリーズⅥ

「不弥国と立岩遺跡－海と山をつなぐクニ－」
ふ 　 み

８月21日（土）～10月３日（日）８月21日（土）～10月３日（日）

斐川町慰霊塔斐川町慰霊塔

重要文化財　重圏清白銘鏡
（立岩遺跡10号甕棺墓出土）

※最新情報はFacebookをご覧ください。

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 室 日  8月3日（火）、10日（火） 荒神谷博物館FB 検索

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

吉岡隆徳(東京高等師範学校時代)▶
▲段原鉄橋に残る銃弾痕（斐川町直江）

1945年7月28日の米軍機による空襲の爪跡

荒神谷遺跡と同じ頃に、北部
九州では『魏志倭人伝』に登
場する国々が誕生しました。
今回は「不弥国」に比定され
ている福岡県飯塚市にある
立岩遺跡を紹介し、北部九州
と出雲の関係性を探ります。

　島根県最大の戦争遺跡である
大社基地滑走路と戦争で犠牲と
なった出征兵士を追悼した慰霊碑
等を写真で紹介します。

旧大社駅が素屋根に包まれています。



教　室　名 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

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

2日（月）～6日（金） ①10:00～ ②11:30～ 
③14:00～ ④15:30～ 60分

各回先着12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

空飛ぶリングであそぼう
2日（月）～6日（金） ①10:30～ ②11:30～ 

③13:40～ 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

整理券木　工

かんなで削ろう！ マイ箸づくり
7日（土）～10日（火） ①  9:50～ ②11:30～ 

③14:00～ ④16:00～ 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

ペットボトル顕微鏡をつくろう！
7日（土）～12日（木） 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

整理券実　験

レンズで実験 スクリーンボックスをつくろう
11日（水）～15日（日） ①  9:50～ ②11:20～ 

③13:30～ ④15:30～ 60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

クリップモーターをつくって回してみよう！
13日（金）～18日（水） ①10:00～ ②11:30～ 

③14:00～ ④15:30～ 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・金星・土星

14日（土） 19:30～21:30 
※曇天・雨天時は中止 ー 中学生以下は保護者同伴

整理券ものづくり

北欧の飾り物　ストローでヒンメリをつくろう！
16日(月）～20日（金） ①10:10～ ②11:10～ 

③13:10～ 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

整理券木　工

めざせてっぺん！ のぼり虫をつくろう
19日（木）～23日（月） ①  9:50～ ②11:30～ 

③14:00～ ④15:30～ 30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

真空の世界を見てみよう
21日（土）、22日（日） 
28日（土）、29日（日）

①10:00～ ②13:30～ 
③15:30～ 50分 小学3年生以下は保護者同伴
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出雲科学館出雲科学館（8月）（8月）

観覧無料イベント

企画展

日本や世界各地に生息している甲虫の標本
（2000点以上）を展示します。今年の甲虫展
テーマは「甲虫たちの〇〇自慢！」、色々な甲虫
の特徴を紹介します。世界の甲虫をじっくり観
察してみましょう。

8月7日●土 ～22日●日

観覧無料

8月7日●土～9日●月　　　　　●振休

8月7日㈯、8日㈰、9日㈪（振休）
14日㈯、15日㈰、21日㈯、22日㈰
①11:00～12:00
②14:30～15:30
各回先着20組

～甲虫たちの〇〇自慢！～～甲虫たちの〇〇自慢！～～甲虫たちの〇〇自慢！～～甲虫たちの〇〇自慢！～

生き虫と写真撮影生き虫と写真撮影生き虫と写真撮影生き虫と写真撮影

磁石 BABABA BAN大ショー磁石 BABABA BAN大ショー磁石 BABABA BAN大ショー磁石 BABABA BAN大ショー
8月21日●土・22日●日　　　
①10:30～ ②13:30～ ③15:00～

世界の甲虫展2021世界の甲虫展2021世界の甲虫展2021世界の甲虫展2021

9:30～17:30

各回の開始15分前に
整理券を配布します。

①11:00～ ②13:10～ ③15:10～

Ｑバンはかせのおもしろ実験Ｑバンはかせのおもしろ実験Ｑバンはかせのおもしろ実験Ｑバンはかせのおもしろ実験

開 催 日

開催時間

定　　員

参加方法

身近な磁石を使ったいろいろな実験にチャレンジします！磁石を知らな
いお子さんにも、大人の方にも楽しんでもらえるよう、がんばります！

◆所要時間35分　◆定員85名　◆講師／萬代洋久（出雲科学館）

おもしろ！ビックリ！ サイエンスショーおもしろ！ビックリ！ サイエンスショーおもしろ！ビックリ！ サイエンスショーおもしろ！ビックリ！ サイエンスショー
第１弾

Ｑバンはかせが、空気の力を利用してくっつく「Ｑバン」を使って
実験をします。誰でも楽しめて、ためになる実験が満載です。

◆所要時間40分　◆定員85名　◆講師／木色泰樹氏（須佐小学校）

第２弾

※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。

〒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30日（月）

科学館ホームページ

教　室　名 開催日 開催時間 募集人数・対象 締　　切 参加費
木　工  

夏休み　家族で自由に木工作 14日（土）、15日（日）
 10:00～16:00

（12:00～13:30昼休憩）
完成次第退室可

小学生以上　各日5組
（1組5人程度まで）

中学生未満は保護者同伴
8月2日（月） 無料

木　工  
木工創作教室

   25日（水）
9月8日（水）

 10:00～15:30
（12:00～13:30昼休憩）

10人
中学生～大人

※中学生未満は入室不可

〈25日分〉
8月13日（金）
〈9月8日分〉
8月27日（金）

工作室
400円 
木工室
500円

参加
無料

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。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
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方は代理人になれません。）

自由出入

整理券

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。


