
過去のいにしえ倶楽部一覧

 回  開催年月日  テーマ 内容  参加人数 

65  平成27年8月23日  きみも卑弥呼の鏡を作ろう！  低融点金属を使った鏡作り 75

 64  平成26年8月17日  みがいて作ろう！古代の鏡  低融点金属を使った鏡作りと館内見学 80

 63  平成25年10月20日  出雲の王墓探訪  大型古墳を見学しながらの古代道ウォーキング  19

 62  平成25年9月21日  おやこ発掘体験 ＩＮ 仁摩  親子での遺跡発掘体験  46

 61  平成25年8月18日   チャレンジ！古代鏡作り  低融点金属を使った鏡作りと館内見学  90

 60  平成24年8月19日  進め！ まいセン探検～隊土笛づくり～  土笛づくりと館内見学  56

 59  平成24年8月5日  納涼！ 黄泉の国探検  黄泉の国神話を学び、夜の横穴式石室を見学   31

 58  平成24年7月29日  夏休み！ みんなで発掘体験！   大田市高原遺跡での発掘体験  29

  57  平成23年10月22日  なろう！ 古代の鍛冶職人  五寸釘を材料とした古代鍛冶体験  27

 56  平成23年10月2日  神話の釣りにチャレンジ！  鹿角製釣り針の製作実験と魚釣り体験・古代食  28

 55  平成23年8月7日  親子で発掘体験！  庵寺遺跡での発掘体験  53

 54  平成23年7月10日  古事記巡礼；黄泉の国・パワースポット探訪  古事記にまつわる神社や伝承地・遺跡めぐり  16

 53  平成22年10月2日  古代の釣り針で魚釣りをしよう！  鹿角製釣り針の製作実験と魚釣り体験  ６

 52  平成22年8月21日  納涼！ 黄泉の国探検  横穴式石室での肝試し  38

 51  平成22年7月23日  親子で作ろう！ 古代のアクセサリー  ガラス勾玉の製作体験  ５

 50  平成21年10月  湖上で学ぶ出雲国風土記  はくちょう号から解説  54

 49  平成21年8月  親子で考古学体験  発掘調査キット、水洗い、拓本  30

 48  平成21年7-11月  はにわ作り教室（のべ4回）  講義、はにわ作り  50

 47  平成21年2月  あなたも瓦博士になろう  瓦づくり  18

 46  平成20年10月  山陰道・野坂峠を歩こう  野坂峠の散策  34

 45  平成20年7月  輝く銅鐸を作ろう  低融点金属による銅鐸づくり  40

 44  平成20年2月  松江城開府400年 冨田から松江へ  講義、陶磁器の見学  42

 43  平成19年10月  埋没林の時代の先人たち  講義、土偶づくり  35

 夏休SP  平成19年8月  探検！ふるさとの史跡in益田  ウオークラリー  30

 42  平成19年7月  荒島の首長墓を巡る  荒島の遺跡巡り  31

 41  平成19年5月  遺跡を訪ねて  調査発表会  22

 40  平成19年2月25日  猪年に亥と宍の話  18

 39  平成18年10月29日  古代出雲青銅器ツアー  遺跡見学  42

 夏休SP  平成18年8月9日  石器・玉作りチャレンジin大田  石器・玉作り  25

 38  平成18年7月9日  縄文アートの世界  26

 37  平成18年5月28日  古代の音色  16

 36  平成18年2月26日  古代出雲歴史博物館を探検する  博物館見学、遺跡の紹介  55

 35  平成17年10月23日  月山富田城を歩く  資料館、月山富田城見学、解説  32

 夏休SP  平成17年8月2日  古代体験in隠岐の島  遺跡展示、解説、勾玉、ロウ鏡作り体験  29

 34  平成17年7月31日  遺跡から見た中世の益田  講義、資料館見学、解説  50

 33  平成17年5月22日  古曽志大谷１号墳を体感する  古墳公園見学、古墳出土遺物の展示解説  37

 32  平成17年2月20日  最新発掘情報、さわってみよう弥生土器  遺跡の発掘報告と土器の接合体験  37

 31  平成16年10月24日  いにしえクッキングin浜田  古代食調理、試食  32

 夏休SP  平成16年8月8日  いにしえ食ッキングSP  古代食調理、試食  10

 30  平成16年7月25日  古代の塩作りの謎に迫る  製塩の歴史、塩作り  14

 29  平成16年5月23日  玉作の郷を訪ねる  玉湯町内の遺跡見学  35

 28  平成16年2月22日  温泉の考古学  温泉の歴史と古代の奥出雲について学ぶ  25

 27  平成15年10月19日  調べてみようスクモ塚  古墳の測量体験  30

 夏休SP  平成15年8月9日  ガラス勾玉を作ろう  ガラス勾玉の製作体験  30

 26  平成15年7月27日  あなたも一日調査員  拓本体験・センター見学  25

 25  平成15年5月25日  来待石の古墳を巡る  宍道町周辺の古墳巡り  30

 24  平成15年2月23日  いにしえ動物ランド  古代人と身近な動物との関係を考える  ９

 23  平成15年1月29日  発掘隠岐！１万年の歴史  隠岐空港関連遺跡の紹介など  40

 夏休SP  平成14年8月10日  いにしえファイヤー！  火起こし道具の製作体験  18

 22  平成14年7月28日  あなたの知らない身近な古墳  身近な古墳巡り  30



 21  平成14年5月26日  いにしえクッキング  古代食体験  16

 20  平成14年2月20日  古代人の冬  古代人の冬の生活を考える  20

 19  平成13年10月28日  いにしえクッキングinMASUDA  縄文風料理体験  44

 夏休SP  平成13年8月11日  ガラスを溶かして勾玉を作ろう  ガラス勾玉の製作体験  28

 18  平成13年7月25日  ゴミの考古学  遺跡から発見されたゴミ  18

 17  平成13年5月27日  山陰道バスツアー  山陰道関連の遺跡の見学  37

 16  平成13年2月25日  古代のアクセサリー  アクセサリーの移り変わり  26

 15  平成12年10月22日  古代人と海  古代人と海の関わりを考える  36

 夏休SP  平成12年8月8日  発掘体験  古志本郷遺跡で発掘体験  36

 14  平成12年7月23日  発掘体験  古志本郷遺跡で発掘体験  43

 13  平成12年5月28日  武器  古代の武器  42

 12  平成12年2月27日  古代の住まい  古代の住居を知ろう  20

 11  平成11年10月24日  古代遺跡風水を歩く  風水とは、風水ウオーク  42

 夏休SP  平成11年8月4日  縄文土器を造ろう  土器作り  36

 10  平成11年7月25日  古代寺院を歩く  古代寺院を考える、古代寺院見学  43

 ９  平成11年5月30日  いにしえマネー  古代から現代までのお金の歴史  42

 ８  平成11年2月28日  古代文様の不思議  古代文様の復元、オリジナル文様作成  34

 ７  平成11年2月14日  古代文様の不思議  古代文様の復元、オリジナル文様作成  24

 ６  平成10年11月29日  アワビとシジミ  古代人の食卓、古代のアワビ料理再現  43

 ５  平成10年11月15日  アワビとシジミ  古代人の食卓、古代のアワビ料理再現  48

 ４  平成10年9月6日  黄泉の国への招待  古代人の死生観、出雲市の古墳見学  36

 ３  平成10年8月23日  黄泉の国への招待  古代人の死生観、出雲市の古墳見学  26

 ２  平成10年6月14日  古代の木製品を体験する  石斧体験、松江城山公園樹木探検など  32

 １  平成10年5月31日  古代の木製品を体験する  石斧体験、松江城山公園樹木探検など   44


