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■特別講演会 第193回
演　題：『戦争体験朗読とトーク』　　
講　師：石原美和氏 （フリーアナウンサー） ほか
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。

9月11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

「旅する庶民 ―古文書からたどる
　　　　　　　　　江戸時代の旅ー」
江戸時代は、庶民の旅文化が花開いた時代です。
「寺社参詣」や「商い」など、古文書から分かった
庶民の旅を追います。
【ギャラリートーク】申込不要
9月１8日（土） １3：30～

立岩遺跡（福岡県飯塚市）は、前漢鏡を多量に副葬する
王墓があることから「不弥国」に比定されています。
出土品を通して荒神谷遺跡と北部九州とのつながりを
探ります。同時に、国宝荒神谷1号鐸や銅剣、銅矛の里
帰り展示をします。

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

「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 9月1日（水）～27日（月）
「１９６４東京五輪の年の考古学
　　  ―そのとき何が見つかった？―」
前回の東京
五 輪 の 年・
1964年の考
古学的な発
見をご紹介し
ます。

ギャラリー展 9月29日（水）～12月13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

荒神谷月見の宴

8月28日（土）～9月27日（月）8月28日（土）～9月27日（月）

9月20日（月・祝）9月20日（月・祝）
開催時間 18：30～20：30開催時間 18：30～20：30

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）

※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  特別展期間中無休 荒神谷博物館FB 検索

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

▲富くじの様子：出雲大社の
　参拝者で賑わった

▲古賀ノ峯出土銅戈▲立岩遺跡出土銅鏡

▲1964年の山陰・北陸豪雨で崩壊した横穴墓（多伎町砂原）の調査
◆日時：9月18日（土）
　　　 　13：3０～16：００
◆日時：9月18日（土）
　　　 　13：3０～16：００

ワークショップ　
「屏風の下貼りはがし」
ワークショップ　
「屏風の下貼りはがし」

本物の古文書を手に取り整理
する作業を体験。
◆対　　象／18歳以上の方
◆定　　員／10名（先着）
◆申込・おたずね／
　　　　　文化財課 ☎21-6893
◆必要事項／氏名・電話番号・住所

無料

無料・申込不要

中秋の夕べ、荒神谷史跡公園でしば
し古代に思いを馳せてみません
か。地域で活動する音楽や踊りを
ご鑑賞ください。

兵士の士気高揚
のための鉢巻や戦
場での幸運を祈り
縫われた千人針な
どを展示します。

鉢巻と千人針▶

【ギャラリートーク】申込不要
9月１2日（日） １0：00～

「戦争の爪痕と慰霊碑」 観覧
無料

事前申込制



出雲科学館出雲科学館（9月）（9月）

開催方法が変更になる可能性があります。
出雲科学館ホームページでお知らせします。

主催：出雲市教育研究会理科部
共催：出雲市教育委員会

10月～2月の原則日曜日（全９回）
※土曜日開催の場合もあります。
※県外講師の方はリモートで開催します。

小学生クラス…２４人（小学５・６年生）　
中学生クラス…２４人（中学校全学年）
※継続して参加できる方が対象です。

年間3,000円
９月１２日（日）　　

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

※詳しくは科学館ホームページをご覧ください。

企画展

9月25日●土　
　～10月1日●金　

観覧無料

市内の小中学生が取り組んだ科学研究の成果を展示します。
科学の見方、考え方を働かせた力作をぜひご覧ください。

出雲市科学作品展出雲市科学作品展出雲市科学作品展出雲市科学作品展
科学のスペシャリストが講師としてやってくる！

ノーベル賞をめざせ　
子ども科学学園　
令和３年度 学園生募集

ノーベル賞をめざせ　
子ども科学学園　
令和３年度 学園生募集

ノーベル賞をめざせ　
子ども科学学園　
令和３年度 学園生募集

ノーベル賞をめざせ　
子ども科学学園　
令和３年度 学園生募集

令和３年度令和３年度令和３年度令和３年度

期　　間

募集人数

受講料

応募締切

9:30～17:30
（最終日は14：00まで） 

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】9月6日（月）・13日（月）・21日（火）・27日（月） 科学館

ホームページ

チャレンジ！教室チャレンジ！教室
教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

整理券ものづくり

柔らか輪ゴムを
転がそう！

簡単なおもちゃを作って輪ゴム
を遠くまで転がしてみよう。

4日（土）、5日（日） 
11日（土）、12日（日）

①10:30～ 
②11:30～ 
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

光のふしぎな世界
セロハンステンドグラス
をつくろう

光の世界をのぞけるふしぎな
シートを使って、きれいな虹色
のステンドグラスを作ってみよ
う！

18日(土)～20日
(月・祝)、23日(木・祝)、
25日(土)、26日(日)

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

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 募集人数・対象 締　　切 参加費

自然・環境  
星空観察を楽しもう
夏の星座・
月・木星・金星・土星
※応募の際、希望日を第２希望
　まで明記してください。

まだまだ暑い残暑の夜空に夏の
星座を探してみましょう。

11日(土)、
12日(日)

19:00～21:00
※曇天・雨天時
は20:00まで

各日10組
小学生～大人
中学生以下は
保護者同伴

※小学生未満は同伴不可

8月29日（日） 無料

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｣
※応募の際、希望日を第２希望
　まで明記してください。

ロボットに自動運転の動作を
プログラミングして動かします。

協賛：ビー・エム・ダブリュー株式会社
協力：全国科学館連携協議会
企画・制作：日本科学未来館

18日(土)、
19日(日)

10:00～16:00 
(12:30～

13:30昼休憩)

各日10人
小学4年生～

大人
9月3日（金） 無料

木　工  
木工初級講座

〈全３回〉 

課題作品の製作を通して、のこ
ぎりやかんななどの手道具や、
小型木工機械の扱い方を学ぶこ
とができます。

18日(土)
～20日(月・祝)

10:00～16:00 
(12:00～

13:00昼休憩)

5人
高校生～大人

※高校生未満は入室不可
9月6日（月） 2,000円

ものづくり  
天体望遠鏡を
つくって月を観よう
※応募の際、希望時間を第２希望
　まで明記してください。

天体望遠鏡を作ってみません
か？望遠鏡工作キットを組み立
てて、天体観測をしてみましょう。

20日(月・祝) ①10:00～12:00 
②14:00～16:00

各回10人
小学生～大人

小学生は1人につき
保護者1人同伴

9月5日（日） 3,000円

この他にも、応募教室「木工創作教室」（８日（水）※締切８月27日（金））、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「よ
く回るかざぐるまをつくろう」（11日（土）、12（日）、18日（土）～20日（月・祝））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。感染症予防のため、マスク着用、手指消毒、検温にご協力ください。

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。

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）整理券

応募方法
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