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　出雲市内の写真愛好家による約20点
の写真を展示します。

山口県下関市土井ヶ浜遺跡は多くの弥生人骨が発見
されたことで有名です。彼らは、日本海を介して山陰や

北部九州と交流を
行っていました。西
へ東へと海峡を越
えて活発な交流を
していた、彼らをと
りまく弥生の社会
を探ります。

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  7月5日（火） 荒神谷博物館FB 検索

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

特別展 7月16日（土）～8月29日（月）7月16日（土）～8月29日（月）
7月2日（土）～7月31日（日）7月2日（土）～7月31日（日）
ホール展

「第10回
おらが自慢の逸品」

青銅器の道
シリーズⅠ

「海峡をこえて
-本州最西端の弥生文化-」

※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。

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203回
講　師：渡辺一雄氏 （元梅光学院大学副学長）
演　題：『山口県の弥生文化から（長門編）』
資料代：300円　要申込　※マスクをご着用ください

7月23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。

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（要申込　定員になり次第締切）　

荒神谷古代ハス開花関連事業
古代ハスと里山の生き物観察会

【お知らせ】  特別展展示替えに伴い7月11日 (月 )～7月15日（金） の間、展示室を休室とします。

　山陰地域では、弥生・古墳時代
にかけて墓から多くの副葬品が
出土します。素材は石や鉄、ガラ
スなどさまざまで、時代が進むに
つれ豪華になります。これらの副
葬品から、当時の埋葬について
紹介します。

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

夏季企画展

出雲弥生の森博物館 検索

7月23日（土）～10月17日（月）
｢祈りが込められた副葬品｣｢祈りが込められた副葬品｣｢祈りが込められた副葬品｣

　昨年１２月に出雲市が行った
旧大社基地の中心施設であっ
た主滑走路の調査成果を紹介
します。

ギャラリー展 7月6日（水）～10月31日（月）7月6日（水）～10月31日（月）
｢いつまでも戦後でありたい２０２２
 　　 旧大社基地の調査速報｣
｢いつまでも戦後でありたい２０２２
 　　 旧大社基地の調査速報｣
｢いつまでも戦後でありたい２０２２
 　　 旧大社基地の調査速報｣

｢出雲に残る戦争の爪痕
　     ～旧大社基地を中心に～｣
｢出雲に残る戦争の爪痕
　     ～旧大社基地を中心に～｣
｢出雲に残る戦争の爪痕
　     ～旧大社基地を中心に～｣

出雲弥生の森博物館情報

講 師 ： 三原　一将（当館） 
日 時 ： 8月7日(日) 14:00～16：00　 定 員 ： ５０人

【ギャラリートーク】【ギャラリートーク】
7月17日（日）、8月28日（日）、9月18日（日）、10月16日（日）7月17日（日）、8月28日（日）、9月18日（日）、10月16日（日）

いずれも１０：００から

【ギャラリートーク】【ギャラリートーク】
7月23日（土）、8月7日（日）、9月4日（日）、10月1日（土）7月23日（土）、8月7日（日）、9月4日（日）、10月1日（土）

いずれも１０：００から

関連講演会

電話・ＦＡＸにてお申し込みください。 定員になり次第締切ります。

受講料
無　料講演会

｢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―｣

要申込無 料

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。

定 員 ： ５０人

▲土井ヶ浜遺跡

ながさき よしのぶ
▲長崎 嘉暢氏 「春の日」

◀主滑走路（北東から）

国富中村古墳の
花形馬具
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〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわアクティーひかわ（7月）（7月）

教　室　名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室フォークダンス教室 フォークダンスで楽しく身体を動かしてみま
せんか？ストレス解消にもいいですよ。

1日・8日・22日・29日
（いずれも金曜日） 10:00 ～ 11:30 2,000円/月

ひかわdeにほんご教室ひかわdeにほんご教室 日本語を習いたい外国人のための教室です。
楽しくご指導します。

2日(土)・9日(土)・23日（土） 14:00 ～ 15:30
無料

14日(木）・28日(木） 19:00 ～ 20:30

〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日
※各教室とも、準備の都合上２日前までにご連絡ください。定員になり次第締め切ります。

斐川環境学習センター斐川環境学習センター
（アース館）（7月）（アース館）（7月）

教　室　名 開催日 時　間 参加費・材料代
裂き織り体験裂き織り体験

【定員４人】【定員４人】 2日（土） 受付 9：20～ 9：30
体験 9：30～10：30 600円

アート・フラワー教室1アート・フラワー教室1
（布で花を作ります）（布で花を作ります） 3日（日） 13:30～15:30 1,500円

初めての水彩画1初めての水彩画1 10日（日） 10:00～12:00 1,500円

生ゴミボカシ作り教室1生ゴミボカシ作り教室1
（4キロお持ち帰り）（4キロお持ち帰り） 16日（土） 13:30～15:30 600円

生ゴミボカシ作り教室2生ゴミボカシ作り教室2
（4キロお持ち帰り）（4キロお持ち帰り） 17日（日）   9:30～11:30 600円

アート・フラワー教室2アート・フラワー教室2
（布で花を作ります）（布で花を作ります） 17日（日） 13:30～15:30 1,500円

野の花教室野の花教室
（粘土で花入れを作ります）（粘土で花入れを作ります） 20日（水） 13:30～15:30 1,900円

教　室　名 開催日 時　間 参加費・材料代
布細工同好会布細工同好会

（パッチワークなど）（パッチワークなど） 22日（金） 13:30～15:30 400円

始めよう、花のあるくらし 始めよう、花のあるくらし 
基礎から学ぶ花づくり講座基礎から学ぶ花づくり講座 23日（土）   9:30～11:00 200円

布ぞうり作り教室布ぞうり作り教室
【定員８人】【定員８人】 23日（土） 13:30～16:30 700円

初めての水彩画2初めての水彩画2 24日（日） 10:00～12:00 1,500円

夏休み工作教室夏休み工作教室 30日（土） 10:00～12:00 作品によって
いろいろ

マコモと暮らす3マコモと暮らす3
マコモの手すき和紙作りマコモの手すき和紙作り 31日（日） 10:00～12:00 2,000円

〒699－0904 多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644
 http://www.kazenoko-taki.com/　

【休館日】火曜日

風の子楽習館風の子楽習館（7月）（7月）

◆事前申込（電話で申込み・先着順） 受付は申込期間初日の10:00から　※子どもの体験を主な目的とするため、大人のみの参加はお断りする場合があります。

教　室　名 内　　容　　【 所要時間（目安）・参加費 】 開催日 開催時間

一般体験学習一般体験学習 ものづくり体験の所要時間は1回約30分です。
参加費：50円～ (予約不要)

土日祝(イベント開催時は除く)
１日 10回

ホームページまたは
お電話にてご確認ください。

午前 午後

①  9：15～
②10：00～
③10：45～
④11：30～

⑤13：15 ～ 
⑥14：00 ～ 
⑦14：45 ～ 
⑧15：30 ～ 
⑨16：15 ～ 
⑩17：00 ～

◆自由参加（1回に参加できる人数の制限があります） ※体験学習は、団体予約がある場合は参加できません。電話でお確かめください。

イベント名 内　　　　容 開催日 時　間 募集人数（対象） 申込期間 参加費

初心者向け 初心者向け 
キス釣り体験教室キス釣り体験教室

初心者を対象に楽しい投げ釣りができるよう
に指導します。親子で協力し、たくさんキス
を釣って楽しもう！
※釣具の貸出（有料）もできます。

9日(土)
7:30

～

11:00

5組程度 
（小学生以上の親子）

6月23日(木)

～

6月27日(月)
申込初日の10：00～
電話受付（先着順）

参加費：300円/人 
販売：餌1P 300円 
貸出：道具セット500円 
(貸出が必要な方のみ)

夜遊び探検隊 夜遊び探検隊 
セミの羽化をセミの羽化を
観察しよう！観察しよう！

夜の手引ヶ丘公園を散策しながら羽化しそ
うなセミを探して観察してみよう！
※2回に分けて開催します。
　ご希望の開催日にお申込みください。

23日(土) 
30日(土)

19:30

～

21:00

5家族程度 
(5歳以上)

7月14日(木)

～

7月18日(月・祝)
申込初日の10：00～
電話受付（先着順）

100円／人

〒699－0741 大社町中荒木2484　☎・FAX 53－5080
【休館日】月・火曜日（祝日の場合は翌日）
※申込みは講座開催日１か月前から受け付けます。

浜遊自然館浜遊自然館（7月）（7月）

教　室　名 内　　　容 開催日 時　間 対  象 参加費

みずくさアートを楽しもうみずくさアートを楽しもう 水草を使って素敵なアートを作ろう。   9日(土） 9:30
一般

(小学３年生以下
は保護者同伴)   

500円

レザークラフトづくりレザークラフトづくり レザークラフトに挑戦します。 17日(日） 9:00 一般 2,000円

おしゃれで可愛いおしゃれで可愛い
エコバッグ作りエコバッグ作り

アクリル絵具やスポンジを使ってエコバッグを
作ります。 24日(日） 9:30

一般
(小学３年生以下
は保護者同伴)   

1,000円

【夏休み工作】【夏休み工作】
万華鏡を作ろう万華鏡を作ろう 自分だけの万華鏡を作ります。 31日(日） 9:30

一般
(小学３年生以下
は保護者同伴)   

700円

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、予定していたイベントを
　中止する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況や天候等によって、中止または日程変更する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、予定していたイベントを中止する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、予定していたイベントを中止する場合があります。


