
■特別講演会第192回
演　題：『遠賀川流域の弥生時代』　　
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。

11月3日(水・祝) 13：30～15：00 ■定例講演会 第195回
演　題：『出雲西部の弁慶伝説』　　
講　師：鳥谷芳雄氏 （元島根県立古代出雲歴史博物館職員）
資料代：300円　要申込み　※マスクをご着用ください

11月20日(土) 13：30～15：00

出雲弥生の森博物館情報

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

「弥生墳丘墓に供えられた食器」
墓に飲食物を供え、儀礼を始めたのは弥生人です。
弥生人は、どのようなモノを供え何を願ったので
しょうか。

冬季企画展 11月6日（土）～1月31日（月）

◆日　時　１２月５日（日）　
　　　　　１４時～１６時
◆受講料　無料
◆講　師　田﨑 博之 氏
　　　　　 （愛媛大学名誉教授）
◆定　員　50人

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

ホール展

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

開催中～11月８日（月）開催中～11月８日（月）

「土器をつくる人びと
 －出雲型広口壺の拡散の背景を探る－」

ギャラリー展関連講演会

速 報 展

※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：企画展期間中無休 荒神谷博物館FB 検索

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

▲出雲市西谷３号墓に供えられた220個体を超える土器（イメージ）

▲出雲型広口壺(出雲市矢野遺跡)

【ギャラリートーク】  11月21日（日）　11:30～

四隅突出型墳丘墓（「四隅」）が
出現した頃の墳墓出土の副葬品
を取り上げ、弥生時代の葬送儀
礼について考えます。

企画展 開催中～12月20日（月）開催中～12月20日（月）

▲松江市友田遺跡８号墓出土勾玉
　（松江市教委所蔵）

▼天のまれ人

ホール展 11月13日（土）～12月23日（木）11月13日（土）～12月23日（木）

生命に強いこだわりを持
ち、作品の根底には生命
賛歌の意味が込められて
います。立体切り絵や透明
の切り絵など、作風は多
岐にわたり、従来の切り
絵とは異なる世界観を表
現した作品です。

カジタミキ切り絵展 「光のこえ」

観覧
無料

観覧
無料

「出雲平野のハニワ再発見
　　  ―斐川町「結古墳群」の円筒埴輪―」

むすび

好評開催中～1月31日（月）好評開催中～1月31日（月）

鳥谷芳雄著 2021『歴史の風景を読む』    
  1,210円（税込み）

鳥谷芳雄著 2021『歴史の風景を読む』    
  1,210円（税込み）

※いずれも10時から※いずれも10時から

１１月２１日（日）、１２月１１日（土）、１月９日（日）

※６月２６日（土）に中止となった
ギャラリー展関連講演会を開催
します。

申込方法 ／ TELまたはFAX
でお申し込みください。
定員になり次第締め切ります。

弁慶伝説や社寺建築など島根にある歴史的事象
をまるで絵解きのような面白さで実像に迫る読み
応えある一冊です。

おすすめショップ

「「四隅」が出現した頃
       －副葬品は語る－」
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出雲科学館出雲科学館（11月）（11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。

「ゴム・ワン®グランプリin出雲科学館」を今年も開催します！
輪ゴムを使って動く車（ゴム・ワン カー）で、どれだけ遠くまで走らせることができ
るか、距離を競います。だれよりも遠くへ、まっすぐ進むゴム・ワン カーを作って
参加しよう！小さなお子様から大人の方まで、ぜひご参加ください！
（基本的な車は、チャレンジ教室「ゴムで動く車をつくろう」で作ることができます。）

※規定をクリアした車であればチャレンジ教室で作った車でなくてもグランプリに参加できます。
　教室で作った車も規定内であれば改造可能です。
※ゴム・ワン グランプリは、2006年に姫路科学館で始まった競技会です。　
※「ゴム・ワン」は姫路科学館の登録商標です。　※詳しいルールはホームページをご覧ください。  

競技時間 ①10：00～12：00 ②13：30～15：3011月21日日 受付時間 ①10：00～11：30 ②13：30～15：00

イベント 参加無料

ゴム・ワン® グランプリ in 出雲科学館ゴム・ワン® グランプリ in 出雲科学館ゴム・ワン® グランプリ in 出雲科学館ゴム・ワン® グランプリ in 出雲科学館

〒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】11月1日（月）、8日（月）、15日（月）、22日（月）、29日（月） 科学館

ホームページ

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 募集人数・対象 締　　切 参加費

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。材料は
各自ご用意ください。

17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

5日（金）

工作室
400円

木工室
500円

この他にも、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「クルクルおりるやじろべえ」（13日（土）、14（日）、20日（土）、
21日（日））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。

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ご応募ください。応募方法

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

ゴム・ワン®グランプリ
にチャレンジ！
ゴムで動く車をつくろう

ゴムの力で走る車を作ります。
どのくらい遠くまで走らせること
ができるかな？毎年恒例となっ
た「ゴム・ワン グランプリ in 出雲
科学館」にもチャレンジしてみま
しょう！

3日（水・祝）
6日（土）、7日（日）

13日（土）、14日（日）
20日（土）

①10:00～ 
②13:20～ 
③15:30～

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

紙コップの中に虹をつくろう！
（いろいろ色展　関連教室）

虹はどうして七色に分かれてい
るのでしょう？
そのしくみを知って、コップの
中に虹を作ってみましょう。

3日（水・祝）
6日(土)、7日(日) 

23日(火・祝)
27日(土)、28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

自由出入自然・環境

天体観望会
秋の星座・月・木星・金星・土星

秋の夜に、惑星でにぎやかな
星空をながめてみませんか。
天体望遠鏡で月や惑星を観察
してみましょう。
協力：出雲天文同好会

13日（土）
18:00～19:30 
※曇天・雨天時

は中止
なし

時間内自由出入
中学生以下は
保護者同伴

自由出入自然・環境

部分月食観察会

地球の影が月の一部を隠す「部分
月食」が起こります。月が隠され
る様子を観察してみましょう。
食の最大18:02、食の終わり 19:47

19日（金）
17:30～19:30 
※曇天・雨天時

は中止
なし

時間内自由出入
中学生以下は
保護者同伴

チャレンジ！教室チャレンジ！教室 参加
無料 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。自由出入

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
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