
■定例講演会 第194回
演　題：『乃木地域の弥生時代と田和山・神後田遺跡』　　
講　師：三宅和子氏（松江市歴史まちづくり部まちづくり文化財課埋蔵文化財調整室 学芸員）
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。

10月16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

第２回

第３回

要申込

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

「１９６４東京五輪の年の考古学
　　   －そのとき何が見つかった？－」
この夏、東京五輪が開催されました。前回の五輪は
1964年。高度経済成長期の中で考古学的な発見が
相次ぎました。今回はこの年の発見に注目します。

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

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

開催中～10月３日（日）開催中～10月３日（日）

「出雲平野のハニワ再発見
　 －斐川町「結古墳群」の円筒埴輪－」

速 報 展 9月29日（水）～1月31日（月）

※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） 
展示替えによる休室日  10月4日（月）～10月10日（日） 荒神谷博物館FB 検索

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

▲1964年の山陰北陸豪雨による土砂崩れで開口した安子神社横穴墓群（湖陵町常楽寺）

赤米の稲刈体験 10月24日（日）10：00～10月24日（日）10：00～
赤米の稲刈りを体験してみませんか。
丈が高く、芒（のぎ）が長い野生種の
特徴をもつ古代米の一種です。

調査中の結古墳群（1984年）と▶
出土した円筒埴輪（左上）　

荒神谷遺跡に青銅器が埋納された頃、
出雲地域では四隅突出型墳丘墓が造
られます。本展では西谷墳墓群が出現
する以前に着目し、出雲を含めた周辺
地域の弥生時代の墓制について考え
ます。

企画展

「四隅が出現した頃
　　　　－王墓誕生前史をたどる－」

10月11日（月）～12月20日（月）10月11日（月）～12月20日（月）

▲波来浜遺跡出土銅鏃
　（島根県立古代出雲
　 歴史博物館提供）

▲境目のない世界

ホール展 10月2日（土）～11月8日（月）10月2日（土）～11月8日（月）

池の一滴の水、森の一つまみの土の中
にたくさんのすてきな生き物がいます。
斐川町出身のイラストレーター、玉木
喜久代さんによる、動物と人間の「境
目のない世界」をお楽しみください。

きくさんの「境目のない世界
    －Boundary free World－」

観覧
無料

調査から35年の時を経
て、再び注目された結古
墳群。その再整理の成果
を速報します。

むすび

「出雲地区の戦争記念碑」
10月23日（土）14：00～16：0010月23日（土）14：00～16：00

「大社地区ほかの戦争記念碑」
11月27日（土）14：00～16：0011月27日（土）14：00～16：00

◆講師／花谷　浩  ◆定員／各回50名  ◆受講料／各回３００円
館長講座

◆日　時／10月30日（土）10：00～12：00　
◆申込制／15人　◆参加費／500円
◆日　時／10月30日（土）10：00～12：00　
◆申込制／15人　◆参加費／500円

ワークショップ　
きくさんの「なんでもアート＆ぬり絵」
ワークショップ　
きくさんの「なんでもアート＆ぬり絵」

【要申込】【要申込】

電話・FAXにてお申込みください。
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出雲科学館出雲科学館（10月）（10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。

※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。

※詳細は１0月イベントチラシをご覧ください。

企画展

10月16日土・17日日

10月23日土～11月14日日

観覧無料

県内の小中学生の選りすぐりの作品が一堂に展示され
ます。この機会に優秀な作品をぜひご覧ください。

令和3年度令和3年度令和3年度令和3年度

「自然の色写真」 作品募集「自然の色写真」 作品募集「自然の色写真」 作品募集「自然の色写真」 作品募集

知っているようでよく知らない「色」。色研究の歴史、色を認識
するしくみ、色と光の関係、特殊な色や最新の技術で作られた
ディスプレイなどをとおして、色のヒミツを探ってみましょう。

虹、夕焼けなどのみなさんが日常の中で写真におさめた「色」
に関する写真を募集します。ご応募いただいた作品は企画展
「いろいろ色展」終了後、科学館内に展示します。

＜応募方法＞
必要事項を記入の上、プリント、または電子データでご応募ください。
※詳しくは科学館受付、科学館ホームページの応募要項をご覧ください。
＜記入事項＞ ①～④は作品とともに掲示します。
①撮影者氏名（ふりがな） ②学年（小中高生のみ） ③作品名（30字以内）
④コメント（写真についてひとこと） ⑤住所 ⑥電話番号

いろいろ色展 
色のヒミツを探ってみよう！
いろいろ色展 
色のヒミツを探ってみよう！
いろいろ色展 
色のヒミツを探ってみよう！
いろいろ色展 
色のヒミツを探ってみよう！

期　　間

11月14日日応募締切

9：30～17：30

9：30～17：30島根県科学作品展  島根県科学作品展  島根県科学作品展  島根県科学作品展  

〒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】10月4日（月）・11日（月）・18日（月）・25日（月） 科学館

ホームページ

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象
整理券木　工

ビー玉コロコロ
クーゲルバーンを
つくろう

ビー玉がコロコロ転がる木の
おもちゃ「クーゲルバーン」を作り
ます。

2日（土）、3日（日）
9日（土）、10日（日）

①10:30～ 
②13:20～ 
③15:30～

60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

整理券ものづくり

すきな形で
コマをつくろう

重心の位置を探して、自分の好き
な形のコマを作ってみましょう。

2日（土）、3日（日）
23日（土）、24日（日）
30日（土）、31日（日）

①10:00～ 
②11:20～ 
③14:00～ 
④15:30～

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

いろんな砂で
絵を描こう！

いろいろな色の砂を使って絵を
描きます。顕微鏡や虫眼鏡で砂
の観察もしてみましょう！

16日（土）、17日（日）
23日（土）、24日（日）

①10:00～ 
②11:30～ 
③13:30～ 
④15:30～

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

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/秋の星座・月・
木星・金星・土星〜

夜空の星を観察して、季節の移
り変わりを感じてみましょう。

16日(土)
17日(日)

18:00〜20:00
※曇天・雨天時
は19:00まで

各日10組
中学生以下は
保護者同伴
※小学生未満は

同伴不可

6日（水） 無料

木　工  

木工創作教室
自分の作りたいものを、自由に
木工工作する教室です。

①17日（日）
②20日（水）

10:00〜15:30 
（12:00〜

13:30昼休憩）

各日10人
中学生〜大人
※中学生未満は

入室不可

① 5日（火）
② 8日（金）

工作室
400円
木工室
500円

木　工  

木工中級講座
〈全３回〉

椅子や机などの家具製作を視野
に入れ、大型木工機械の安全な
使い方やその特性を学びます。

11月3日（水・祝） 
    6日（土） 
     7日（日）

10:00〜16:00 
(12:00〜

13:00昼休憩)

5人
高校生〜大人

※木工初級講座修了者限定
※高校生未満は入室不可

10月22日（金） 2,000円

「なぜ？」から「そうか！」へ
レベルアップ ☆サイエンス  

ー星空の教室ー
宇宙の広さを感じよう 
※応募の際、希望日を第３希望
　まで明記してください。

ミニ太陽系を歩いて、宇宙の広
さを感じてみましょう。晴れて
いれば、科学館の駐車場で秋の
星空を観察します。

11月3日（水・祝） 
    6日（土） 
     7日（日）

17:30〜19:40
※曇天・雨天時
は19:30まで

各日12人
小学4年生〜
中学3年生

※小学生未満は
同伴不可

10月17日(日) 無料

この他にも、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「万華鏡をつくろう」（9日（土）、10日（日）、16日（土）、17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。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。

チャレンジ！教室チャレンジ！教室 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

なるほど！教室なるほど！教室 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。応募方法

 2021.9.17広報いずも21


