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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  9月1日（木）、2日（金）、3日（土）、6日（火）、13日（火）、20日（火）、27日（火）

荒神谷博物館FB 検索
Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

常設展 9月4日（日）～10月24日（月）9月4日（日）～10月24日（月） 開催中～9月5日（月）開催中～9月5日（月）ホール展

ホール展

高嶋敏展 写真展 「忘れられた戦争」 
　　　　 　　　  ～松の油で特攻機は飛ぶのか～「出雲の原郷展」

髙橋加代子「藍と絣のものがたり」
　　パッチワークキルト展

※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205回
    （ホール展関連講演会）
◆テーマ：忘れられた戦争
◆戦争体験の朗読：石原美和氏 （フリーアナウンサー）
◆講　演：講　師／高嶋敏展氏 （写真家・アートプランナー）
　　　　　演　題／『戦争の痕跡を探して』
◆定　員：35名（要申込、資料代300円）　※マスクをご着用ください

9月3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。

【お知らせ】  常設展展示替えに伴い８月30日（火）～９月３日（土）の間、展示室を休室とします。

　大塚遺跡の発掘調査で確認された、伏せ置かれた土師器
の甕。誰が?何のために?その謎に迫ります。

　現在実施中の旧大社駅保存修理工
事は、令和４年３月末で屋根や壁の解
体がほぼ完了しました。

　柱や壁の痕跡から、約８０年にわたって活躍した駅舎の様子がわかってきま
した。また新たな古写真も発見され、建設された大正１３年に近い時期の建物
内部の仕上がり具合や照明器具等も確認できました。
　今後、これらの情報をもとに、組立工事を進めるとともに、耐震対策もあわ
せて実施していきます。

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

速報展

出雲弥生の森博物館 検索

9月28日（水）～1月30日（月）
｢その土器ナゼ伏せた？
－大塚遺跡の発掘調査速報－｣

｢その土器ナゼ伏せた？
－大塚遺跡の発掘調査速報－｣

｢その土器ナゼ伏せた？
－大塚遺跡の発掘調査速報－｣

夏季企画展 開催中～10月17日（月）開催中～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｣

出雲弥生の森博物館情報

ギャラリー展 開催中～10月31日（月）開催中～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｣

おおつか は   じ  き

かめ

9月10日（土）～10月10日（月・祝）9月10日（土）～10月10日（月・祝）

髙橋加代子さんはタペストリーやハンドメイド小物類
などの実用的なキルトを創作されています。最近では、
藍と絣をモチーフとして童話や出雲の四季などの作品を
手掛け、このたびは約20点をご覧いただきます。

　天寺平廃寺は、斐川町阿宮の山中で発見
された遺跡です。この遺跡からは、現在の山
口県長門市にあった奈良時代のお寺「長門
深川廃寺」の軒平瓦と同類のものが見つ
かっており、出雲
と長門の瓦工人に
交流があったこと
を示しています。

旧大社駅保存修理事業
よみがえる
大正の駅舎③

沖縄本土復帰50周年

てん  じ  びら はい  じ

なが  と

ふ  かわ はい  じ のきひらがわら

▲軒平瓦（天寺平廃寺出土）

▲内部の解体状況

▲宍道湖の四季「秋」
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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（9月）（9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 まだまだ暑い日が続きますが、楽しく踊って、
いい汗を流しませんか？

2日・9日・16日・30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。

3日(土)・10日(土)・24日（土） 14:00 ～ 15:30
無料

8日(木）・22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）（9月）（アース館）（9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】 3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） 4日（日） 13:30～15:30 1,500円

野の花談議野の花談議
北山のお寺へお出かけ北山のお寺へお出かけ 10日（土） 10:00～12:00 400円

初めての水彩画1初めての水彩画1 11日（日） 10:00～12:00 1,500円

竹伐りから始める 竹伐りから始める 
竹かご作り教室1竹かご作り教室1 13日（火）   9:00～12:00

13:00～16:00 500円

ロケット・コンロをロケット・コンロを
作ろう！作ろう！ 17日（土） 13:30～16:00 6,000円

（材料費含）

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） 18日（日） 13:30～15:30 1,500円

教　室　名 開催日 時　間 参加費・材料代
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） 21日（水） 13:30～15:30 1,900円

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） 23日（金・祝） 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 24日（土）   9:30～11:00 500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】 24日（土） 13:30～16:30 700円

初めての水彩画2初めての水彩画2 25日（日） 10:00～12:00 1,500円

マコモと暮らすマコモと暮らす
（マコモたけご飯）（マコモたけご飯） 25日（日） 10:00～12:00 1,500円

竹伐りから始める 竹伐りから始める 
竹かご作り教室2竹かご作り教室2 27日（火）   9:00～12:00

13:00～16:00 500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（9月）（9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9回

午前 午後

①  9：15～
②10：00～
③10：45～
④11：30～

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

◆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

わくわくわくわく
公園探検と飯盒公園探検と飯盒
ライスカレー作りライスカレー作り

手引ヶ丘公園を探検しながらゲームをクリ
アしよう！
そのあとは、たき火を使って飯盒炊飯とカ
レー作りに挑戦だ！

19日(月・祝)
9:00

～

13:00

5家族程度(先着順) 
(5歳以上)

9月8日(木)

～

9月12日(月)
2,000円/家族 

(約4人分)

〒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（9月）（9月）

教　室　名 内　　　容 開催日 時　間 対  象 参加費

つるかご作りつるかご作り 自然館周辺に自生する「つる」を使ってカゴを作ります。 3日(土) 9:00  一般 500円

浜遊で畑を耕そう　浜遊で畑を耕そう　
その１（大根）その１（大根） 自然館の畑で、大根作りに挑戦します。（初心者対象） 11日(日) 9:30  一般 400円

環境にやさしい紙バンド環境にやさしい紙バンド
手芸（初秋のカゴ作り）手芸（初秋のカゴ作り） 秋に向けてのカゴを作りましょう。 17日（土） 9:00 一般  1,100円

美味しい美味しい
簡単お菓子づくり簡単お菓子づくり

手作り簡単お菓子作りに挑戦します。
（親子参加も可） 24日（土） 9:30

一般
(小学３年生以下
は保護者同伴)   

500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。

はんごう


