
斐川文化会館には昭和50年
頃までに、民俗学者岡義重さん
が収集された民具が1000点
以上収蔵されています。
なかでも湿田地帯で使用さ
れた農具は簸川平野独特なも
のです。
田の荒起し、畦ぬり、畑打ち、
除草など用途に応じたいろいろ
な鍬があります。柄鍬、中打鍬
などの農具を紹介します。

クネクネとした蛇のような形から蛇行剣
と名がつきました。蛇は現在、金運パワー
があるとされていますが、古代でも脱皮す
る蛇には神秘のパワーがあるとされ信仰
の対象になっていました。この剣は、その
形状から実用ではなく儀仗用として祭祀
などに使われたものでしょう。

観覧無料

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

徹底解説！「日本博 in 出雲」
ギャラリー展春季企画展 3月9日（水）～5月30日（月）3月5日（土）～5月30日（月）

「てんじんムラの歴史
　　－天神遺跡と周辺の調査から－」

「出土木製品からみた
　　弥生時代の出雲・山陰のくらし」

「古代のカゴをつくろう！」

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 室 日  展示室のみ毎週火曜日 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） ホール展 開催中～4月11日（月）開催中～4月11日（月）
斐川の農耕生活（春）
～乾田化前の農具を中心に～

関連講演会関連講演会

「出雲の原郷」展

天神遺跡や近くの海上
遺跡で見つかった弥生
時代の川跡では、木材
や作りかけの木製品が
見つかっています。
何を作ろうとしたので
しょう。

令和２年度から実施している
「神々の集う国『出雲』体験
フェスタ～日本博in出雲～」
の取組を詳しく紹介します。

クラフトバンドを使って
古代の編み方を学ぼう♪

▲斐川町結11号墳
　出土の蛇行剣

だ  こう   けん

要申込

要申込

出雲弥生の森博物館情報

詳細については
荒神谷博物館へ
お問い合わせ
ください。

■定例講演会 第199回
演　題：『島根県博物館史から』
講　師：平野芳英 （荒神谷博物館元副館長）
資料代：300円　要申込み　※マスクをご着用ください

3月19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。

荒神谷産黒米    515円（税込み）荒神谷産黒米    515円（税込み）
荒神谷史跡公園の古代農耕地で収穫した
黒米！ご賞味あれ！！

おすすめショップ

※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。

■日　時：３月２０日（日）14：00～16：00
■講　師：中原　計 氏 （鳥取大学地域学部准教授）
■定　員：５０名　■受講料：無　料
※電話・ＦＡＸでお申込みください。

■日　時：３月１２日（土）
　　　　 10：00～11：30
■定　員：２０名　
■参加費：無　料
※電話・ＦＡＸでお申込みください。
※小学生以下は保護者同伴 ▲作品の例（高さ：１０cm）

取組の一環で制作した
VR/ARコンテンツのイメージ▶

▲作りかけの建築材（海上遺跡）

▲農具収蔵状況

▲いろいろな鍬

 2022.2.18 広報いずも 20



※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。

出雲科学館出雲科学館（3月）（3月）

協力：アルファー食品株式会社、山陰パナソニック株式会社

①11：00～11：30　
②13：30～14：00　
③15：00～15：30　
♦定員／各回先着85人　　

9：30～17：30

科学忍術に挑戦！
ー忍術学校入学試験の巻ー　
科学忍術に挑戦！
ー忍術学校入学試験の巻ー　
科学忍術に挑戦！
ー忍術学校入学試験の巻ー　
科学忍術に挑戦！
ー忍術学校入学試験の巻ー　

見習い「くのいち」が、忍術学校
入学をめざして、さまざまな科学
忍術にチャレンジします。
どんな科学忍術を見ることができ
るか、お楽しみに！

私たちにいろいろな恩恵を与えてくれる自然も、時には災害
として牙をむきます。災害が起こったときに、どのように身を
守るのか、「自然災害」と「防災」について紹介します。災害
が起こって避難するとき、どうやって逃げる？寝る場所は？
食べ物は？出雲科学館に避難所を再現して紹介します。

サイエンスショ－ 観覧無料

3月19日●土  ・ 20日●日  3月12日●土 ～4月10日●日  

自 然 力 防 災の と
備えよう まさかの前に 日頃から備えよう まさかの前に 日頃から備えよう まさかの前に 日頃から備えよう まさかの前に 日頃から

企画展 観覧無料

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】3月7日（月）、14日（月）、22日（火） 科学館

ホームページ

教　室　名 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　冬の星座・月
※応募の際、希望日を第２希望まで明記してください。

12日（土）
13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
3月2日（水） 無料

「なぜ？」から「そうか！」へ レベルアップ ☆サイエンス  
水の教室「自然の中の水のすがたー雲ってなんだろう？ー」
※応募の際、希望日時を第３希望まで明記してください。

12日（土）
13日（日）

①10：30～12：00
②14：00～15：30

各回12人
小学4年生～中学3年生
※小学生未満は入室不可

2月27日(日) 無料

木　工  木工創作教室 16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
3月4日（金）

工作室
400円
木工室
500円

木　工  木工上級講座〈全３回〉 19日（土）
～21日（月・祝）

10：00～16：00
 （12：00～13：00昼休憩）

5人、高校生～大人 
※木工中級（旧応用）講座修了者限定 

※高校生未満は入室不可
3月7日（月） 3,000円

実　験  
もしもに備える食べ物の科学 アルファ化米ってなに？
※応募の際、希望日時を第２希望まで明記してください。
協力：アルファー食品株式会社

26日（土）
27日（日）

①10:30～11:30
②14:00～15:00

各回12組
（1組5人程度まで）

小学3年生以下は保護者同伴
3月9日（水） 無料

実　験  "
地震の揺れを体験しよう
※応募の際、希望日を第２希望まで明記してください。

4月9日（土）
10日（日）

14:00～16:00
※体験時間は5分程度です。
※開催時間のうち、おおよそ
　の参加時刻は指定させて
　いただきます。

各日24組
1組3人まで、ただし大人

のみの場合は2人まで
小学3年生以下は保護者も一緒

に申込・乗車してください。
※学年は令和4年度のもの

3月25日（金） 無料

木　工   木のカトラリーづくり　
ヒノキのスプーンを削ろう

4月9日（土）
10日（日）

10：00～16：00
 （12：00～13：00昼休憩）

各日8人、中学生～大人
※中学生未満は入室不可
※学年は令和4年度のもの

3月28日（月） 300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「トリプルリンググライダーを飛ばそう！」（12日（土）、13日（日）、19日（土）～21日（月・祝））
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 開催日 開催時間 所要時間 募集人数・対象
整理券ものづくり

ストリングアートに挑戦　
糸できれいな模様をつくろう！

5日（土）、6日（日）
12日（土）、13日（日）

①10:30～ ②13:30～
③15:30～ 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

整理券実　験

水の上に咲く不思議な花
5日（土）、6日（日）

25日（金）～27日（日）
①10:30～ ②13:30～
③15:30～ 45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

化学実験　いろんな結晶をつくってみよう
19日（土）～21日（月・祝）
26日（土）、27日（日）

①10:30～ ②13:20～
③15:20～ 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

春の草花でしおりをつくろう
3月28日（月）
～4月1日（金）

①10:00～ ②11:00～
③13:30～ ④14:30～
⑤15:30～

30分
各回先着12人 

小学3年生以下は保護者同伴 
※学年は令和3年度のもの

整理券木　工

つくってあそぼう！ タングラムパズル
3月28日（月）
～4月1日（金）

①10:40～ 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 
※学年は令和3年度のもの

※応募の際、希望日
　を第２希望まで
　明記してください。
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