
※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197回
演　題：『出雲平野のハニワ再発見－斐川地域の円筒埴輪－』
講　師：下江裕貴 氏  （出雲市文化財課）
資料代：300円　要申込み　※マスクをご着用ください

1月15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

　佐田町で代々受け継がれている「黄大豆」を栽培し、その生
育を記録した写真展です。在来種の種子の魅力に取り付かれ、
出雲市の地域おこし協力隊の一員として活躍してこられた村
岡大吾郎さんの取り組みをご紹介します。

観覧無料

要申込
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

「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」

「田儀櫻井家たたら経営に
　　　　携わる人々と物流」

ギャラリー展文化財保護審議会委員講座 開催中～3月7日（月）

開催中～2月28日（月）

1月29日（土）1月29日（土）

2月23日（水・祝）
14：00～16：00

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

※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） 
休館日：年末年始
　　　 展示室は、毎週火曜日は休室

荒神谷博物館FB 検索

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

常設展 開催中～3月31日（木）開催中～3月31日（木）

博物館展示室ご見学の方に
「古代ハスの種」をプレゼント！
博物館展示室ご見学の方に
「古代ハスの種」をプレゼント！

１月4日（火）１月4日（火）

◀  「黄大豆の一生」

ホール展2022新春特典！ 1月8日（土）～2月14日（月）1月8日（土）～2月14日（月）
村岡大吾郎写真展
  「『豆の一生』～地域の種子、
　　佐田町固定種黄大豆～」

「出雲の原郷」展

講 師：井上　寛司 氏

「中世の出雲大社と仏教 
  ー新出の北島家文書を手がかりにー」
「中世の出雲大社と仏教 
  ー新出の北島家文書を手がかりにー」

2月12日（土）2月12日（土）
「菱根新田の開発と三木与兵衛」「菱根新田の開発と三木与兵衛」「菱根新田の開発と三木与兵衛」

講 師：多久田 友秀 氏

2月27日（日）2月27日（日）
「堀尾吉晴と
　　　その一族の石塔」
「堀尾吉晴と
　　　その一族の石塔」
「堀尾吉晴と
　　　その一族の石塔」

講 師：西尾　克己 氏

◆講 師：鳥谷 智文 氏（松江工業高等専門学校 教授）
◆定員５０名　◆電話・FAXでお申込みください

◆定 員：各回５０名　◆受講料：各回３００円　◆時 間：14：00～16：00
各回で申込いただけます。電話・ＦＡＸにてお申し込みください。

※なくなり次第終了します。

関　連
講演会 

　県立古代出雲歴史博物館や市立博
物館では、期間中、各館の魅力や出雲
市内の見どころなどを紹介し合う特設
ブースを設置しています。
　見どころいっぱいの市内を、博物館
を拠点に巡ってみませんか。

日本博 in 出雲 「出雲まるごと博物館」日本博 in 出雲 「出雲まるごと博物館」

　弥生時代には大量の青銅器が埋納され、奈良・
平安時代には出雲国出雲郡の郡家が置かれる
など、古代出雲文化の「原郷」であった斐川地域。
斐川地域の出土品を通して、古代出雲の中で輝いた人々の営みの
変遷をご覧ください。
　今月は縄文土器を紹介します。写真は斐川町上ヶ谷遺跡出土の
深鉢です。全体に縄目模様を付けた上に、紡錘状やヘビを思わせ
る文様が見られます。当時の人々の子孫繁栄や大地の豊穣への祈り、
感謝の気持ちが込められているのかもしれません。 花の頃 若さやの頃 実りの頃

上ヶ谷遺跡出土縄文土器

ぐう  け

げんきょう

あ   げ   だに

ほうじょう

第１回

第2回

第3回
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※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。
講演会 1月30日日

2019年から世界各地で猛威を振るっている新型コロナウイルス。
日本における現状やこれからの課題について、現在も最前線で
尽力されている島根県出身の医師 岩田健太郎氏からご講演いた
だきます。 

　　　　　 電話、ハガキ、科学館ホームページ、ファクス、科学館受付カウンターのいずれかでご応募ください。
◉いずれの場合も1通につき3人まで応募できます。（当落は一緒になります。） ◉応募者全員の必要事項を明記してください。
◉応募者多数の場合は、抽選により参加者を決定します。その場合、出雲市内の方を優先します。 
◉抽選の結果は応募締切後1週間以内にハガキでお知らせします。　◉記入事項に不備があると受付できない場合があります。　
◉申し込まれた方のみ入場できます。保護者同伴の場合は、保護者の方もお申し込みください。
　【必要事項】 ①講演会名  ②氏名（フリガナ）  ③学年と年齢  ④郵便番号・住所  ⑤電話番号

コロナウイルス最前線の今とこれから　コロナウイルス最前線の今とこれから　コロナウイルス最前線の今とこれから　コロナウイルス最前線の今とこれから　

出雲科学館出雲科学館（1月）（1月）

１４：００～１６：００

※講演会はリモートで開催します。岩田氏本人は
　来館されませんので、ご了承ください。

（小学３年生以下の方は入場できません。）

会　場

応募方法

定　員

出雲科学館 サイエンスホール

講　師
神戸大学医学部附属病院 
感染症内科 教授 

岩田健太郎氏

85人　 対　象 小学4年生～大人 申込締切 1月9日（日）必着

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

〒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】1月1日（土）〜3日（月）、11日（火）、
　　　　17日（月）、24日（月）、31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。

〈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
応募の際には、使用される部屋（工作室ま
たは木工室）を明記してください。

①16日（日） 
②19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

①4日(火) 
②7日(金)

工作室
400円
木工室
500円

自然・環境  

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

本格的な冬の季節になり、夜空には
冬の星座が輝いています。
寒さ対策をして、冬の星空をながめ
てみましょう。

①2月5日（土） 
②2月6日（日）

18:30～20:30
※ 曇 天・雨 天 時

は19:30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

1月26日(水) 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「びゅんびゅんゴマをつくろう」（15日（土）、16（日）、22日（土）、23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。

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

実　験

展示体験プラザ
ガイドツアー

出雲科学館の展示体験プラザを探検
してみましょう！簡単な実験をしな
がら、展示体験装置の解説を行い
ます。参加者にはオリジナルポスト
カードをプレゼント！

４日（火）～６日（木）

①10:00～ 
②11:00～ 
③13:00～ 
④14:00～ 
⑤15:00～

15分 自由観覧

整理券ものづくり

骨のない凧をつくろう

ビニール袋とたこ糸だけで凧を作りま
す。骨がないのに、骨がある!? おもし
ろい凧を作りましょう。

4日（火）～6日（木）
29日（土）、30日（日）

①10:00～ 
②11:10～ 
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

整理券ものづくり

地面スレスレ飛行機を
つくろう

地面スレスレをすべるように飛ぶ
ふしぎな飛行機を作ります。
ていねいに作って、遠くまで飛ば
して遊んでみましょう。

7日（金）～10日（月・祝）
①  9:50～ 
②11:10～ 
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？

7日（金）～10日（月・祝）
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

整理券実　験

オレンジの力で
スタンプをつくろう！

オレンジの皮からとれる油が発泡スチ
ロールを溶かすって知っていますか？
発泡スチロールに文字や絵を描いて
オリジナルスタンプを作りましょう！

15日（土）、16日（日）
22日（土）、23日（日）

①10:00～ 
②11:30～ 
③13:30～ 
④15:30～

25分
各回先着12人 

小学2年生以下は
保護者同伴
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