
※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。

■定例講演会 第196回
演　題：『弥生墳丘墓に供えられたもの－墓上での共飲供食はあったのか－』
講　師：坂本豊治氏  （出雲弥生の森博物館主任）
資料代：300円　要申込み　※マスクをご着用ください

12月18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

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

「田儀櫻井家のたたら製鉄 その２
  国指定史跡 越堂たたら跡」
砂鉄と木炭から鉄をつくる
たたら製鉄。江戸時代に
活躍した鉄師田儀櫻井家が
田儀港（多伎町口田儀）で
営んだ製鉄跡を紹介します。

墓に飲食物を供える行為
は、弥生時代から始まり
ました。山陰地域の墳墓
出土のさまざまな食器を
紹介します。

ギャラリー展
冬季企画展12月15日（水）～3月7日（月） 好評開催中～1月31日（月）

◆日　時　１月２２日（土）１４：００～１６：００
◆講　師　松村 さを里 氏
　　　　　 （公財）愛媛県埋蔵文化財センター
◆受講料　無料
◆定　員　50名

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

クリスマスリース作り

「弥生墳丘墓に供えられた食器」

関連講演会

※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：年末年始　 12月29日（水）～1月3日（月）
　　　 展示替休室 12月20日（月）～12月24日（金） 12月28日（火）

荒神谷博物館FB 検索
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【ギャラリートーク】  12月18日（土）　15:30

ツルや木の実など自然の素材
に、ビーズやスパンコールな
どを飾って、オリジナルのナ
チュラルリースを作ります。

企画展 開催中～12月20日（月）開催中～12月20日（月）

12月5日（日）12月5日（日）

◀タイトル
　「全は一、一は全」

ホール展 開催中～12月23日（木）開催中～12月23日（木）

不思議な世界観の生き物た
ちが描かれた切り絵をお楽し
みください。
立体切り絵もご覧いただけ
ます。

カジタミキ切り絵展 光のこえ

「瀬戸内の弥生墓に供えられた土器」

神おやつ（あめ・チョコ） 400円（税込み）神おやつ（あめ・チョコ） 400円（税込み）

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

旅のお供に、ぜひ「神おやつ」を！！

「「四隅」が出現した頃
       　　　　－副葬品は語る－」

14：00～15：30
場　所：荒神谷博物館　交流学習室
参加費：５００円（材料費込）
定　員：先着１５名（要申込）
内　容：

観覧
無料

おすすめショップ

【ギャラリートーク】１0：00から
12月19日（日）、1月23日（日）、2月20日（日）
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出雲科学館出雲科学館（12月）（12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。イベント

観覧無料

12月11日土・12日日

12月4日土～27日月

しまね海洋館アクアスと出雲科学館がコラボします。今年のテーマは「トビウオ」と「ペンギン」。アクアスと出雲
科学館がいっしょに海の生き物のひみつにせまります！詳細は下記のチャレンジ教室をご覧ください。

しまね海洋館アクアスで撮影された生き物たちの写真を展示します。アクアスの飼育員さんが撮影した、
いろいろな海の生き物の姿をお楽しみください。　協力：しまね海洋館アクアス

しまね海洋館アクアス 出張教室 in 出雲科学館しまね海洋館アクアス 出張教室 in 出雲科学館しまね海洋館アクアス 出張教室 in 出雲科学館しまね海洋館アクアス 出張教室 in 出雲科学館
アクアスが出雲科学館にやってくる！

企画展

アクアス生き物写真展アクアス生き物写真展アクアス生き物写真展アクアス生き物写真展

〒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】12月6日（月）、13日（月）、20日（月）、
　　　　28日（火）〜1月3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

自然・環境  

星空観察を楽しもう
秋の星座・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。

すっかり寒くなってきて、夜空も少
しずつ秋から冬へ変化しています。
ちょっと寒さをがまんして、星空を
ながめてみましょう。

11日（土）
12日（日）

18:00～20:00
※曇天・雨天時
は19:00まで

各日10組
小学生～大人

中学生以下は保護者同伴
小学生未満の同伴不可

1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。材料は各自ご用
意ください。

〈使用できる工具・機械〉
工作室：手工具・小型木工機械(糸のこ盤等)
木工室：工作室の工具・機械と大型木工機械

①19日（日） 
②22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  7日(火) 
②10日(金)

工作室
400円
木工室
500円

「なぜ？」から「そうか！」へ
レベルアップ☆サイエンス  

ー電気の教室ー
発泡スチロールカッターを作ろう！
～目指せ！最強のカッター職人！～
※応募の際、希望日時を第３希望まで
　明記してください。

電気は熱に変えて利用することができ
ます。電熱線を使った発泡スチロール
カッターを、より発熱させるためにはど
うしたら良いか、実験して確かめます！
安全に気をつけながら、最強の発泡ス
チロールカッターを作ってみましょう。

25日（土）
26日（日）

①10:00～
11:20

②14:00～
15:20

各回10人
小学5年生～
中学3年生

12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「まつぼっくりでツリーをつくろう」（11日（土）、12日（日）、18日（土）、19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

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

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

糸のこ盤をつかって
干支の置物をつくろう

一人一台電動糸のこ盤を使って、かわ
いい干支（とら）の置物を作ります。干
支にまつわるお話や、機械で木材を上
手に切るコツを聞きながら、じっくり
木の工作を楽しんでみませんか？

４日（土）、５日（日）
11日（土）、12日（日）

①10:20～ 
②13:20～ 
③15:30～

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

びゅんびゅん
ブーメランをとばそう！

投げると自分の元へ戻ってくるブーメ
ラン。なぜ戻ってくるか知っています
か？そのヒミツを調べて、上手に戻っ
てくるブーメランを作りましょう。

4日（土）、5日（日）
24日（金）～27日（月）

①10:00～ 
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

ショー

ペンギンのひみつ
※アクアス関連教室

ペンギンはかわいいだけじゃないん
です。アクアスの飼育員さんと一緒
に、ペンギンのひみつを紹介します。

11日（土）、12日（日）
①11:00～ 
②13:30～ 
③15:10～

40分
各回先着85人 
小学生未満は
保護者同伴

整理券ものづくり

トビウオひこうきを
つくろう　※アクアス関連教室

魚なのに空を飛ぶ「トビウオ」。ど
うやって空を飛ぶのかな？実験を
し て ト ビ ウ オ の ひ み つ を 調 べ ま
しょう。

11日（土）、12日（日）
①10:30～ 
②13:00～ 
③15:00～

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

整理券ものづくり

飛び出すカードを
つくろう！

紙をひらくとクルクル回りながら
飛 び 出 し て く る カ ー ド を 作 り ま
しょう。文字や絵を描いてメッセー
ジカードにもできます。

18日（土）、19日（日）
25日（土）～27日（月）

①10:00～ 
②11:30～ 
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
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