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ホームページ 特記事項・注意事項

1 スイスイフドキ・サイクルアドベンチャー2019 10月5日(土)
9:30～11:30
（小雨決行）

島根県立八雲立つ風土記の丘周辺（松
江市大庭町456）

島根県教育庁文化財課
（0852-22-5880）

https://www.pref.shimane.lg.
jp/life/bunka/bunkazai/shis
eki/sanninshisekinwkaigi/

参加費無料、定員8人

2 意宇平野の水利施設を歩く（その2） 10月20日(日)
9:00～12:00
（小雨決行）

出雲国府跡周辺（松江市大草町）
島根県教育庁文化財課
（0852-22-5880）

https://www.pref.shimane.lg.
jp/life/bunka/bunkazai/shis
eki/sanninshisekinwkaigi/

保険料100円、定員10人

3 『出雲国風土記』をあるく 11月9日（土）
10:00～12:00
（小雨決行）

ガイダンス山代の郷（松江市山代町）
島根県教育庁文化財課
（0852-22-5880）

https://www.pref.shimane.lg.
jp/life/bunka/bunkazai/shis
eki/sanninshisekinwkaigi/

保険料100円、定員8人

4 史跡出雲国府跡発掘調査大公開 11月16日(土) 14:00～15:00 出雲国府跡（松江市大草町）
島根県埋蔵文化財調査センター
（0852-36-8608）

https://www.pref.shimane.lg.
jp/life/bunka/bunkazai/shis
eki/sanninshisekinwkaigi/

参加費無料

5
世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景
観」第3期パネル巡回展

①9月13日(金)～
12月1日(日)
②10月2日(水)～
10月22日(火)

①6:30～20:30
②9:00～17:00

①出雲縁結び空港2階出発ロビー
（出雲市斐川町沖洲2663-1）
②島根県立しまね海洋館アクアス
（浜田市久代町1117-2）

島根県教育庁文化財課世界遺
産室
（0852-22-5642）

6 第7回古代歴史文化賞賞贈呈式 11月6日(水) 14:00～15:00
帝国ホテル東京
（東京都千代田区内幸町1-1-1）

島根県古代文化センター
（0852-22-6725）

http://kodaibunkasho.jp/

7 ロビー展「古代出雲の薬草再発見」
10月2日～11月24
日

9：00～16：30 ガイダンス山代の郷（松江市山代町）
島根県立八雲立つ風土記の丘
（0852-23-2485)

https://www.yakumotatu-
fudokinooka.jp/

入場無料

8 出雲国府健康ウォーク 11月16日(土) 9:40～14:00
島根県立八雲立つ風土記の丘（松江市
大庭町456）

島根県立八雲立つ風土記の丘
（0852-23-2485)

https://www.yakumotatu-
fudokinooka.jp/

9 企画展「水の祭祀と出雲」
10月5日～12月2
日

9：00～17：00
島根県立八雲立つ風土記の丘（松江市
大庭町456）

島根県立八雲立つ風土記の丘
（0852-23-2485)

https://www.yakumotatu-
fudokinooka.jp/

入館料：一般300円・大学生200円・高
校生以下無料

10
風土記の丘教室・ガイド養成講座「古代の
神祭りと自然環境～考古学から考える古代
祭祀～」 笹生 衛 氏（國學院大學教授）

11月2日 14：00～16：00
島根県立八雲立つ風土記の丘（松江市
大庭町456）

島根県立八雲立つ風土記の丘
（0852-23-2485)

https://www.yakumotatu-
fudokinooka.jp/

資料代200円

11
特別展「海将山口多聞を生んだ松江藩士
山口家―近代日本の礎となった人々―」

9月13日(金)～11
月4日(月・祝)

8:30～18:30(10
月以降は17:00
まで)

松江歴史館
(松江市殿町279)

松江歴史館
(0852-32-1607)

http://matsu-reki.jp/ 休館日：第3木曜日

12
スポット展示「参勤交代の必携書―道中記
と道中図―」

10月18日(金)～12
月18日(水)

8:30～18:30(10
月以降は17:00
まで)

松江歴史館
(松江市殿町279)

松江歴史館
(0852-32-1607)

http://matsu-reki.jp/ 休館日：第3木曜日

13
ミニ展示「家老屋敷で食べられていたもの
―当館の出土遺物より―」

10月18日(金)～
12月18日(水)

8:30～18:30(10
月以降は17:00
まで)

松江歴史館
(松江市殿町279)

松江歴史館
(0852-32-1607)

http://matsu-reki.jp/ 休館日：第3木曜日

14
企画展「茶を愉しむ ～暮らしのなかの布志
名焼～」

10月17日（木）～
11月24日（日）

9:00～17:00
（入館は16:30
まで）

松江市出雲玉作資料館
（松江市玉湯町玉造99－3）

出雲玉作資料館
（0852-62-1040）

http://www1.city.matsue.shi
mane.jp/bunka/bunkazai/sh
iryokan/izumotamasakusi/iz
umotamasaku.html

休館日：毎週月曜日

15
さんいん史跡日和「鹿島の史跡めぐり～佐
陀川沿いを歩こう～」

11月2日（土） 13:00～16:00
（集合場所）松江市立鹿島歴史民俗資料
館（松江市鹿島町名分1355－4）

松江市立鹿島歴史民俗資料館
（0852－82－2797）

http://www1.city.matsue.shi
mane.jp/bunka/bunkazai/ka
shimarekiminn/kashimareki
minn.html

参加費200円、定員15人（事前申し込
み）

　　第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表

<32 島根県>



16
特別展「古墳時代の田和山遺跡と周辺地
域」

11月17日（日）～
令和2年2月2日
（日）

9:00～17:00
松江市立鹿島歴史民俗資料館
（松江市鹿島町名分1355－4）

松江市立鹿島歴史民俗資料館
（0852－82－2797）

http://www1.city.matsue.shi
mane.jp/bunka/bunkazai/ka
shimarekiminn/kashimareki
minn.html

休館日：毎週月曜日（祝日・休日の場合
はその翌日）

17 花仙山メノウ探検 10月12日(土)
9:00～12:00
（小雨決行）

松江市出雲玉作資料館（松江市玉湯町
玉造99-3）

出雲玉作資料館(0852-62-1040) 参加費100円、定員26名

18 第54回出雲市無形文化財発表会 11月17日（日） 10:00～15：30
大社文化プレイスうらら館
（出雲市大社町杵築南1338-9）

出雲市文化財課
（0853-21-6893）

10月開設予定
入場料：当日500円、前売400円
（中学生以下無料）

19 ミニ企画展「京田遺跡展」(仮）
11月9日（土）～1
月27日（月）

9:00～16:30
出雲弥生の森博物館
（出雲市大津町2760）

出雲弥生の森博物館
（0853-25-1841）

http://www.city.izumo.shima
ne.jp/yayoinomori

観覧無料

20
ミニ企画展関連講演会「縄文時代の暮らし
～京田遺跡と最先端の研究から～
山田康弘氏（国立歴史民俗博物館 教授）

11月10日（日） 14:00～16:00
出雲弥生の森博物館
（出雲市大津町2760）

出雲弥生の森博物館
（0853-25-1841）

http://www.city.izumo.shima
ne.jp/yayoinomori

聴講無料・要申込

21 ギャラリー展「出雲の赤 古墳時代編」
11月27日（水）～2
月24日（月）

9:00～16:30
出雲弥生の森博物館
（出雲市大津町2760）

出雲弥生の森博物館
（0853-25-1841）

http://www.city.izumo.shima
ne.jp/yayoinomori

観覧無料

22
ギャラリー展「没後１８０年　西山砂保 ー出
雲の近代医学の先駆けー」

8月28日（水）～11
月25日（月）

9:00～16:30
出雲弥生の森博物館
（出雲市大津町2760）

出雲弥生の森博物館
（0853-25-1841）

http://www.city.izumo.shima
ne.jp/yayoinomori

観覧無料

23 神庭の里ウォーキングツアー 11月30日（土） 13:00～16:00
荒神谷博物館（出雲市斐川町神庭873-
8）

荒神谷博物館（0853-72-9044）

24 銀山街道を歩く～荻原から箱茂の松まで～ 10月20日（日） 9：00～12：00 石見銀山世界遺産センター集合 高山公民館　　0854-82--5122 http://www.kojindani.jp/

25 不言城を巡る武将たち・不言城探訪 10月26日（土） 9：00～12：00 水仙会館（温泉津町上村） 温泉津公民館　0855-65-3696

26
石見城（尼子氏）と能仁寺（毛利氏の陣屋）
の合戦～能仁寺の城跡をたずねて～」

11月７日（木） 9：00～12：00 仁万まちづくりセンター 仁摩公民館　0854-88-3081

27 海のたたら・山のたたら 11月21日（木） 10：00～11：45 静間まちづくりセンター 西部公民館　0854-82-0221

28
石見神楽日本遺産認定記念事業オペラ石
見銀山

10月31日（木） 18:30 東京文化会館大ホール
オペラ石見銀山実行委員会
0854-82-0170

29 歴史探訪「石見銀山領三十三カ所巡り」 10月19日（土） 9：00～16：00
島根県邑智郡内の六カ寺
（邑智郡美郷町・川本町、江津市桜江
町）

川越地域コミュニティ交流セン
ター
（0855-93-0825）

https//igmuseum.jp/news/4
95/

定員：50人（先着順）
参加費：4500円（・昼食代等）

30 第42回桜江神楽共演大会 11月3日（日） 9：00～
桜江中学校体育館
（島根県江津市桜江町川戸1337）

桜江町商工会青年部
http://sakurae.shoko-
shimane.or.jp/

入場料：2000円（高校生以上）、1000円
（小中生）

31
第1次浜田開府400年企画展「瓦からみる浜
田城」

9月15日（日）～12
月22日（日）

9:00～17:00(入
館は16:30ま
で）

浜田市浜田郷土資料館
（浜田市黒川町3746-3)

浜田市浜田郷土資料館
（0855‐23‐6453）

http://www.city.hamada.shi
mane.jp/www/contents/100
1000002473/

入館無料　休館日：毎週月曜日（祝日
の場合はその翌日）

32
特別展「たたら製鉄と港・浜田‐古文書から
読み解く地域経済－」

5月1日（水）～12
月27日（金）

9:00～17:00
（開館日は土・
日曜日）

浜田市金城歴史民俗資料館
（浜田市金城町波佐イ438‐1)

西中国山地民具を守る会
（090‐4697‐2818）

http://www.city.hamada.shi
mane.jp/www/contents/100
1000002474/index.html

入館料：大人300円(200円)、中学生100
円(60円)、小学生60円(30円)
※(　)内は25人以上の団体割引額

33
第45回文化講演会「石見地方のたたら製鉄
と流通‐鉄山の風水と金屋子信仰‐」

11月17日(日) 13：00～15：00
波佐公民館（ときわ会館）
（浜田市金城町波佐イ441‐1）

西中国山地民具を守る会
（090‐4697‐2818）

無料、事前申込は不用

34
特別展「益田氏VS吉見氏　石見の戦国時
代」

9月5日（木）～11
月4日（月）

10：00～18：30
島根県立石見美術館　展示室A
（益田市有明町）

島根県立石見美術館（グラントワ
内)
（㈹0856-31-1860）

http://www.grandtoit.jp 毎週火曜日（10/22除く）、10/23は休館

35 特別展ギャラリートーク
9月22日（日）、10
月19日（土）、11月
4日（月・祝）

14：00～
島根県立石見美術館　展示室A
（益田市有明町）

島根県立石見美術館（グラントワ
内)
（㈹0856-31-1860）

同上 申込不要/参加無料



36
特別講座「益田氏VS吉見氏―戦国の両雄
激突―」

10月12日（土） 10：00～11：30 グラントワ　スタジオ1（益田市有明町）
島根県立石見美術館（グラントワ
内)
（㈹0856-31-1860）

同上 定員150名/申込不要/聴講無料

37 第112回歴博フォーラム「中世益田の世界」 11月2日（土）
10：00～16：30
（開場9：30）

グラントワ　小ホール
国立歴史民俗博物館広報サービ
ス室広報・普及係
（㈹043－486－0123）

http://www.rekihaku.ac.jp 定員400名/申込不要/聴講無料

38
七尾城跡をみんなできれいにしよう！
Part.2

10月26日（土） 9：00～12：00 七尾城跡（益田市七尾町）
益田市教育委員会文化財課
（0856－31－0623）

http://www.city.masuda.lg.jp
/soshiki/52/

定員30名/要申込み/参加無料

39
定時ガイドツアー「ねこぶらり」雪舟ゆかり
の街コース

11月10日（日） 13：00～14：00 医光寺（益田市染羽町）　外
益田市観光協会
（0856－22－7120）

https://www.masudashi.com 予約不要/参加無料

40 水墨・画師たちのユートピア
10月3日（木）～
11月30日（土）

9：00～17：00
（入場受付16：
00まで）

雪舟の郷記念館（益田市乙吉町）
雪舟の郷記念館
（0856－24－0600）

http://www.iwami.or.jp/sess
yu3/

一般300円、小中高100円

41 雪舟旬遊イベント16 11月15日（金）
9：00～17：00
（入場受付16：
00まで）

雪舟の郷記念館（益田市乙吉町）
雪舟の郷記念館
（0856－24－0600）

同上 一般300円、小中高100円

42 重要文化財・益田兼堯像　展示期間
11月1日（金）～11
月30日（土）

9：00～17：00
（入場受付16：
00まで）

雪舟の郷記念館（益田市乙吉町）
雪舟の郷記念館
（0856－24－0600）

同上 一般300円、小中高100円

43
【さんいん史跡日和2019】雲南の「歴史の幸」探訪
～八重滝たたら跡と八重山神社～

10月12日（土） 13:00～16:00
集合場所：竜頭八重滝県立自然公園駐
車場（雲南市掛合町入間）

雲南市教育委員会文化財課
（0854-40-1104）

なし
定員15人（要事前申込：10/10まで）／
参加費：無料

44
弥生ブロンズネットワーク　第5回リレー講座（第2講）「加
茂岩倉遺跡を歩く～銅鐸埋納地と磐座～」 11月9日（土） 10:00～12:00

加茂岩倉遺跡ガイダンス（雲南市加茂町
岩倉837-24）

島根県立古代出雲歴史博物館
（0853-53-8600）

https://www.izm.ed.jp
定員30人（要事前申込：10/1～開催前
日まで）／参加費：無料

45
企画展「雲南市吉田町の民俗芸能」 7月21日（日）～12

月8日(日） 9：00～16：00
鉄の歴史博物館（島根県雲南市吉田町
吉田2533)

鉄の歴史博物館（0854-74-
0043）

http://www.tetsunorekishim
ura.or.jp/history

月曜休館（月曜日が祝日の場合翌日）

46
夜の菅谷が面白い！
菅谷たたら山内の川にすまう生き物観察会 10月12日（土） 16：00～21：00

菅谷たたら山内（島根県雲南市吉田町
吉田1214）

菅谷たたら山内（0854-74-0350）
http://www.tetsunorekishim
ura.or.jp/

無料、小学生は保護者同伴、長靴、タ
オル持参

47
どこいく？TATARA探検隊　波多堂ヶ谷探
検

11月10日(日）〈予
定〉

10：00～13：30 雲南市掛合町波多地区
鉄の歴史博物館（0854-74-
0043）

http://www.tetsunorekishim
ura.or.jp/history

月曜休館（月曜日が祝日の場合翌日）

48
つくるぞ!まるごとたたら博物館

11月16日(土) 10：00～16：00
鉄の未来科学館（島根県雲南市吉田町
吉田892-1）

鉄の未来科学館（0854-74-
0921）

http://www.tetsunorekishim
ura.or.jp/future

月曜休館（月曜日が祝日の場合翌日）

49
企画展「いいね！TATARA―第１回雲南市
まるごとたたら博物館―」

11月17日(日）～4
月5日（日）

9：00～16：00
鉄の未来科学館（島根県雲南市吉田町
吉田892-1）

鉄の未来科学館（0854-74-
0921）

http://www.tetsunorekishim
ura.or.jp/future

月曜休館（月曜日が祝日の場合翌日）

50 ペーパーナイフを作ろう 4月～11月 9:00～17:00
たたら鍛冶工房（島根県雲南市吉田町
吉田892-1）

たたら鍛冶工房（0854-74-0311）
http://www.tetsunorekishim
ura.or.jp/experience

月曜休館（月曜日が祝日の場合翌
日）、服装などHP参照

51
地球とたたら～自然が育てた奥出雲の神
話とたたら～

１１月１７日（日） 13:00-16:40 奥出雲多根自然博物館 0854-5２-2672

52 第13回銀山街道ウォーキング 10月6日 9：00～12：00 飯南町内銀山街道、赤穴瀬戸山城
赤名公民館
（0854-76-3100）

参加費：500円

53
発見！吉賀探訪～吉賀町を訪れる～vol．
３

10/19（土）（予定） 10:00～11:30
六日市基幹集落センター（吉賀町六日市
648）

吉賀町教育委員会（0856-77-
1285）

無料

54 堀庭園ライトアップ
11月1日（金）～3
日（日）

18：00～21：00
国名勝　旧堀氏庭園
（津和野町邑輝795）

堀庭園
（0856-72-0010）

http://tsuwano-kanko.net/

55 堀庭園紅葉まつり 11月3日（日） 10：00～15：00
国名勝　旧堀氏庭園
（津和野町邑輝795）

堀庭園
（0856-72-0010）

http://tsuwano-kanko.net/

56 第3回文化芸術祭
11月2日（土）～3
日（日）

未定
県史跡　津和野藩校養老館ほか
（津和野町後田ロ66の甲）

大会事務局：津和野町役場内
（0856-72-0650）



57 津和野城下町商家庭園特別公開
11月9日（土）～10
日（日）

未定 津和野城下町　登録記念物（名勝）
津和野町観光協会
（0856-72-1771）

http://tsuwano-kanko.net/

58 津和野町神楽共演大会 11月30日（土）
15：00～22：00
頃

津和野町民体育館
（津和野町後田ロ66番地乙）

大会事務局：津和野町役場内
（0856-72-0650）


