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　源代遺跡（国富町・西郷町）の
2020年の発掘調査成果を紹介
します。河川跡から奈良～平安
時代の墨書土器など、貴重な遺
物が出土しました。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった冬季企画展関連
　講演会を開催します。

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

「発掘調査成果からみた
　   古代・中世の鰐淵寺」

「お殿さまが訪れた出雲」

「重要文化財 出雲日御碕灯台」

速報展

6月11日（土）

6月25日（土）

出雲弥生の森博物館 検索

か たく

6月1日（水）～9月26日（月）
｢源代遺跡の発掘調査
　～風土記に記された川の跡～｣
｢源代遺跡の発掘調査
　～風土記に記された川の跡～｣
｢源代遺跡の発掘調査
　～風土記に記された川の跡～｣

講演会
｢瀬戸内の弥生墓に供えられた土器
　　   ―伊予（愛媛県）を中心に―｣
｢瀬戸内の弥生墓に供えられた土器
　　   ―伊予（愛媛県）を中心に―｣
｢瀬戸内の弥生墓に供えられた土器
　　   ―伊予（愛媛県）を中心に―｣

第１弾

要申込無 料

出雲弥生の森博物館情報

■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。

講 師 ： 石原　聡

❶

❷

❸
講 師 ： 春日　瞳

講 師 ： 吾郷　誠

7月9日（土）

講 師 ： 松村　さを里 氏
　　　（公財）愛媛県埋蔵文化財センター
日 時 ： 7月2日(土) 14:00～16：00

電話・FAXにて
お申込みください。

日　時：6月25日（土） 10：00～12：00、13：30～15：30
場　所：荒神谷博物館　交流学習室
参加費：300円　　定　員：各15名

古代ハスと里山の生き物観察会第2弾

日　時：7月3日（日） 10：00～12：00
場　所：荒神谷古代ハス周辺
参加費：200円　　定　員：20名

職員リレー講座

げんだい

土器に記された文字（左）と鋤先（右）

フォト雲州会員による自慢の
作品を展示します。

斐川町内から出土した古墳時代の刀剣で
す。一番大きな大刀は、直江地区結にある
西１号墳から出土したもので、長さはなんと
108㎝！１人では抜刀できない大きさです。
この機会にぜひ、斐川の豪族たちの宝刀
（剣）をご鑑賞ください。

観覧無料
情に棹させば流される。智に働けば角荒神谷博物館情報

※最新情報はFacebookをご覧ください。

申込・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  展示室のみ火曜日休館 荒神谷博物館FB 検索

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

古代ハスの見頃古代ハスの見頃 6月18日（土）～7月18日（月・祝）6月18日（土）～7月18日（月・祝）

ホール展

開催中～6月27日（月）開催中～6月27日（月）
フォト雲州
作品展VOL.10

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202回
講　師：内田律雄氏 （海洋考古学会代表）
演　題：『鮭の考古学』
資料代：300円　要申込　※マスクをご着用ください

6月18日(土) 13：30～15：00 ■風土記談義（ゼミ形式）

※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。

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。

荒神谷ハス開花関連事業

ループ橋除雪中▶
▲左から、西1号・結10号・
　杉沢1号・結28号墳

開催中～7月10日（日）開催中～7月10日（日）常設展

「出雲の原郷」展

第1弾、第2弾
とも要申込
定員になり次第

締切

古代ハス果托細工づくり



※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（6月）（6月）

出雲科学館は令和４年７月で開館 20周年を迎えます。
みなさんとともに歩んできた20年を写真や映像で振り返ります。
出雲科学館で学び大人になった方々も、これから大人になって
いく子どもたちも、一緒に出雲科学館の未来を考えていきましょう。

6月25日●土 ～7月24日●日 

出雲科学館開館20周年記念事業

出雲科学館20年の軌跡
過去、現在、そして未来へ

出雲科学館開館20周年記念事業

出雲科学館20年の軌跡
過去、現在、そして未来へ

出雲科学館開館20周年記念事業

出雲科学館20年の軌跡
過去、現在、そして未来へ

出雲科学館開館20周年記念事業

出雲科学館20年の軌跡
過去、現在、そして未来へ

観覧無料企画展

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】6月6日（月）、13日（月）、20日（月）、27日（月） 科学館

ホームページ

この他にも、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「紙コップぐるまを走らせよう」（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。

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（ご本人分含む）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） 教室回数や定員など状況によっては変更となる場合があります。

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

整理券実　験

浮沈子で
クレーンゲームをつくろう

水の中で浮いたり沈んだりするふし
ぎな浮沈子。上手に調整して、浮沈
子を使ったクレーンゲームを作りま
しょう。

5月28日（土）、29日（日） 
6月4日（土）、5日（日）

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

45分

各回先着24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

逆立ちするコマを
つくろう！

回転させると逆立ちをする不思議な
コマ。作って回してみましょう！！

4日（土）、5日（日）
11日（土）、12日（日）

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

30分

各回先着24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

ドライアイスであそぼう

ドライアイスってどんなもの？風船
やスプーンなどいろいろな道具を
使って、ドライアイスについて調べ
てみよう！

18日（土）、19日（日）
25日（土）、26日（日）

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

45分

各回先着24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

ものづくり  

電気工作に挑戦　
ミニ扇風機をつくろう
※応募の際、希望日時を第2希望まで
　明記してください。

電気工作の基本、はんだ付けで簡単
な回路を組んで、ミニ扇風機を作り
ます。扇風機は強弱の調節機能つき
です。

11日（土）
12日（日）

①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回10人
小学4年生～

大人
5月27日（金） 800円

実　験  "
刃物の科学
家庭でもできる
包丁研ぎ講座
※応募の際、希望日時を第2希望まで
　明記してください。
※砥石は「家から持ち込み」または、「科

学館で購入」のいずれかが選べます。
申し込み時に明記してください。

毎日家庭で使っている包丁、切れな
くなっていませんか？刃物はなぜ切
れるのか？どうして切れなくなっ
てしまうのか？その仕組みが分かれ
ば、また新品のように切れる刃物に
研ぎ直すことができます。いくつか
のポイントを押さえて、誰でも簡単
にできる研ぎ方を解説します。

11日（土）
12日（日）

①10:00～12:00
②13:30～15:30

各回8人
中学生～大人
※中学生未満は

入室不可

5月28日（土）

砥石持込 
500円 
砥石購入 
4,000円

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

①6月7日(火) 
②6月10日(金)

工作室
400円 
木工室
500円

ーゴムの教室－
「ねじって進め！
　　　ゴムパワー！！ 」
※応募の際、希望日時を第3希望まで
　明記してください。

ゴムの力を使ってプロペラで走る車
を作りましょう！車の動きをコント
ロールするにはゴムをどのように使
うといいのかな？
※応募人数が定員を超えた場合は、小学3年生を
優先させていただきます。
関連単元：風やゴムで動かそう(小3)

7月 9日（土）
10日（日）
17日（日）

18日（月・祝）

①10:30～12:10
②14:30～16:10

各回16人
小学3年生

～中学3年生
6月26日(日) 無料

「なぜ？」から「そうか！」へ
レベルアップ☆サイエンス
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