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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 11月1日（火）・2日（水）　※展示替えのため

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

11月3日(木・祝)～2月26日(日)11月3日(木・祝)～2月26日(日)
開催中～11月23日(水・祝)開催中～11月23日(水・祝)

11月26日(土)～12月26日(月)11月26日(土)～12月26日(月)

１１月２日（水）～２月２７日（月）１１月２日（水）～２月２７日（月） 前期 １１月２６日（土）～１２月２８日（水）
後期   １月  ５日（木）～  2月　6日（月）
前期 １１月２６日（土）～１２月２８日（水）
後期   １月  ５日（木）～  2月　6日（月）

企画展 ホール展

イベント

ホール展

「大河へ注ぐ 
　　―斐伊川中流域の原始時代―」

「いにしえのボードゲーム
 ー双六・樗蒲・囲碁・将棋ー」

「鉄と船でたどる出雲
  ～古文書をひもとく～」

弥生の御朱印巡り「みんなで遊ぼう！
むかしのボードゲーム・盤すごろく」

おお    かわ

斐川の農耕生活（秋）

石河重馬
「石見神楽の年賀状作品展」

※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。

◆定員：ペア15 組　◆参加料：無料
定員になり次第締め切ります。電話・ＦＡＸにてお申し込みください。

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207回
◆講師：角田 徳幸 氏（島根県古代文化センター長）
◆演題：「石棺式石室と古墳時代後期の出雲」
◆資料代：300円（要申込）　※マスクをご着用ください

11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。

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
出雲弥生の森博物館 検索

出雲弥生の森博物館情報
ギャラリー展 冬　季

企画展

　松江市在住の石河重馬さんは、生まれ
育った浜田市金城町で石見神楽に魅せら
れ、46年前から石見神楽の演目を題材に
して年賀状を作成されています。今回は
その中から18点を展示します。

　斐伊川に注ぐ赤川、三刀屋川、久
野川といった支流域では、その地理
的な特性に基づき、原始以来、加茂
岩倉遺跡をはじめ、さまざまな人の
営みが育まれてきました。
　本企画展では、加茂、大東、木次、三刀屋地域の縄文～古墳
時代の出土品を展示します。

　近世中ごろから使われた千歯をはじ
め、稲刈り時期の農具約20点を展示し
ます。

　古代から日本で親しまれた
ボードゲームをご存知でしょう
か。その遊び方やルーツを紹介
します。

　出雲のたたら製鉄を代表
する田儀櫻井家と、その鉄
製品を運んだ廻船業につい
て、古文書を中心にひもと
きます。
※前期と後期で展示資料を
　入れ替えます。

　西日本の弥生時代19遺跡20施設を
巡って、弥生の御朱印を集めよう！
　出雲市では西谷墳墓群（出雲弥生の森
博物館）と荒神谷遺跡（荒神谷博物館）で
実施中！

企画：鳥取県とっとり弥生の王国推進課

ギャラリー展　体験講座

かり うち

いし こ  しげ  ま

日時：１２月１７日（土）14 時～16 時
講師：木子　香 氏（大阪電気通信大学　准教授）

弥生の御朱印巡り

10月 8日（土）押印開始！

　西日本の主要な弥生時代遺跡と関連施設を巡り、
各館オリジナルの御朱印をゲットしよう！

2人以上で
参加してね！

開催中
参加費：無料

観覧
無料
観覧
無料

▲「年々見合帳」（左）　
　「鉄山証文小日記」（右）　

▲斐伊の流れ

▲鉄千歯

鐘馗（しょうき）▶

盤双六で遊ぶ子どもたち▶
（公文教育研究会蔵）

　



出雲科学館出雲科学館（11月）（11月）
※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。

11月6日日

11月27日日
「ゴム・ワン® グランプリin 出雲科学館」を今年も開催します！
輪ゴムを使って動く車 (ゴム・ワン カー ) で、どれだけ遠くまで走らせることができるか、距離を競います。
だれよりも遠くへ、まっすぐ進むゴム・ワン カーを作って参加しよう！小さなお子様から大人の方まで、ぜひ、
ご参加ください！(基本的な車は、チャレンジ教室「ゴムで動く車をつくろう」で作ることができます )
☆規定をクリアした車であればチャレンジ教室で作った車でなくてもグランプリに参加できます。
　教室でつくった車も規定内であれば改造可能です。
☆ゴム・ワン グランプリは、2006 年に姫路科学館で始まった競技会です。
☆「ゴム・ワン」は姫路科学館の登録商標です。
※詳しいルールはホームページをご覧ください。

リモコンで動くロボットを使っての競技大会です。市販のロボットを
ベースにいろいろな改造を加えたロボットで競技が行われます。選手
たちのいろいろな工夫をご覧ください。
※工作を行う教室ではありません。

小学生の部 １０：００～
中学生の部 １３：００～

11月8日火
地球の影が月を隠す「皆既月食」が起こります。
月が隠される様子を観察してみましょう。
・部分食の始め
・皆既食の始め
・食の最大
・皆既食の終り
・部分食の終り

１８：００～
２１：００

受付時間①10：00～ 11：30　②13：30～ 15：00
競技時間①10：00～ 12：00　②13：30～ 15：30

※曇天・雨天時は中止します。
※中止の場合は、当日12時ごろに科学館
　ホームページでお知らせします。
※写真は2018 年の皆既月食の様子です。

◆時間内自由出入 ◆中学生以下は保護者同伴18：08
19：16
19：59
20：42
21：49

イベント 参加無料 ゴム・ワン® グランプリ in 出雲科学館ゴム・ワン® グランプリ in 出雲科学館ゴム・ワン® グランプリ in 出雲科学館ゴム・ワン® グランプリ in 出雲科学館

イベント 観覧無料

きのくにロボットフェスティバル2022きのくにロボットフェスティバル2022きのくにロボットフェスティバル2022きのくにロボットフェスティバル2022
全日本小中学生ロボット選手権　
小学生の部・中学生の部　島根県大会
全日本小中学生ロボット選手権　
小学生の部・中学生の部　島根県大会

自然･環境 自由出入

皆既月食観察会皆既月食観察会皆既月食観察会皆既月食観察会

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】11月7日(月)、14日（月）、21日（月）、28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「クルクルおりるやじろべえ」12日(土)、13日(日)、19日(土)、
20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 マークのある教室は時間内入退室が自由にできます。ただし、状況によってはしばらくお待ちいただく場合もあります。自由出入

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

整理券ものづくり

カラフルキャンドルを
つくろう！

ロウソクってどんなもの？どうやって
燃えるの？ロウを使って実験しながら、
きれいなキャンドルを作ってみましょう。

10月29日(土)、30日(日) 
11月3日(木・祝)
5日(土)、6日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

60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

なんどたおれても起き上がる！
起き上がりこぼしをつくろう

たおれても、たおれても起き上がる、ふしぎ
なおもちゃを作ります。
上手に起き上がらせることができるかな？

3日（木・祝）、5日（土）、6日（日） 
23日（水・祝）

26日（土）、27日（日）

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

30分
各回先着24人

小学3年生以下は
保護者同伴

ゴム・ワン®グランプリに
チャレンジ！
ゴムで動く車をつくろう

ゴムの力で走る車を作ります。どのくらい
遠くまで走らせることができるかな？毎年
恒例となった「ゴム・ワン®グランプリ in 
出雲科学館」にもチャレンジしてみましょ
う！

12日(土)、13日(日)、
19日(土)、20日(日)、

23日(水・祝)、26日(土)

①10:30～ 
②13:20～ 
③15:30～

60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

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。

23日(水・祝)
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

11月11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
秋の星座・月・火星・木星・
土星
※応募の際、希望日を第2希望
　まで明記してください。

秋の夜空をながめてみましょう。
天体望遠鏡で月や惑星の観察もします。

12月3日(土)
4日(日)

18:00～20:00
※曇天・雨天時は

19:00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

11月20日(日) 無料

整理券ものづくり
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