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尾﨑悌之助《こま犬の怒り》1982年

日　時／8月16日（日）　14:00～16:00
場　所／県立博物館 講堂（無料）　定　員／250名（申込不要）
講　師／真鍋　真（国立科学博物館 生命進化史研究グループ長）

県立博物館 2階  近代美術展示室

■開館時間 9:00～17:00(入館は16:30まで)
　　　　　 土､日､祝日は19:00まで開館(入館は18:30まで)
■会期中は無休

(　)内は20名様以上の団体料金

5人以上のグループ（家族同士、友達同士など）なら、どなたでも利用OK！
個人で参加できるイベントもあります。

ひんやり

気持ちい
い！迫力満点

！

大 山 青 年 の 家
〒689-3319 西伯郡大山町赤松明間原312-1
電話 ０８５9（５3）8030　FAX ０８５9（５3）8265
E-mail daisen_seinen@pref.tottori.jp

船上山少年自然の家
〒689-2525 東伯郡琴浦町山川807-2
電話 ０８５8（５5）7111  FAX ０８５8（５5）7119
E-mail senjyozan_syounen@pref.tottori.jp

鳥取県立図書館 〒680-0017 鳥取市尚徳町101
電話 0857（26）8155  FAX 0857（22）2996
http://www.library.pref.tottori.jp/

　夏は図書館がおもしろい！今年も『夏休み図書館まつり』
に行こう！「図書館たんけん隊」、「手話で楽しむおはなし会」、
「理科遊び」、「読みメンのおはなし会」など、イベントが盛り
だくさん！夏休みの自由研究や工作に役立つ本のコーナー
もありますよ。

いろんな体験してみよう！！いろんな体験してみよう！！

鳥取県立博物館 〒680-0011 鳥取市東町2-124
電話 0857（26）8042  FAX 0857（26）8041
E-mail hakubutsukan@pref.tottori.jp

入場料

会　期

会　場

観覧料

一般700円（団体・前売500円）

高校生キュレーター・
プロジェクト現在進行中！
　公募により決定したキュレーターが、テーマや作品、展示
方法などを考え、展覧会を企画しています。高校生が着目し
ているのは作品に描かれた人物や動物の表情。展覧会名の
決定を含め、プロジェクトは現在進行中です。
　会期中は、高校生キュレーターによるギャラリートークを
開催します。また、展示室には観覧する子どもたちが楽しめ
る仕掛けも作る予定です。高校生の視線で館蔵品の新しい
魅力を発見するこの夏の展覧会に、是非おいでください。

　今年の夏、鳥取県立博物館に子ども
のティラノサウルス類（愛称：ジェーン）
がやってきます（中国地方初上陸！）。

　全長12mの大人のティラノサウルスも展示しますので、ジェーンと比べて
みてください。その他、たくさんの恐竜標本やロボットを展示し、恐竜の進化
と生態にフォーカスします。

7月18日（土）～8月30日（日）会　期

会　場

高校生キュレーターによるギャラリートーク
遊びにきてね！

夏休み
図書館まつり

ティラノサウルスの
インタラクティブ・ロボット

←若きティラノサウルス類
　“ ジェーン”（複製）

7月18日（土）～8月30日（日）
県立博物館 2階　第1・2特別展示室

救急車到着までの間、積極的に体を冷やす。
氷やアイスパックがあれば、頸部、脇の下、
足の付け根などの大きな血管を冷やす。

脱衣と
冷却

熱中症の

予防と対応
熱中症の

予防と対応

❶ 環境条件を把握し、それに応じた運動、
　 水分補給を行うこと
❷ 暑さに徐々に慣らしていくこと
❸ 個人の条件を考慮すること
❹ 服装に気をつけること（服装は軽装とし、直射日光は帽子等で防ぐ）
❺ 具合が悪くなった場合には早めに運動を中止し、必要な処置をすること

【参考】環境省  熱中症予防情報サイト
http://www.wbgt.env.go.jp/heatstroke_checksheet.php

◆水・大気環境課HP  http://www.pref.tottori.lg.jp/209817.htm　◆健康政策課HP  http://www.pref.tottori.lg.jp/68680.htm
◆あんしんトリピーメール、Twitterでも情報提供

救急隊を要請

問合せ先 県教委体育保健課
電話 0857（26）7527
FAX ０８５７（２６）7542

熱中症
予防の
原則

PM2.5
とは

❶微小粒子状物質（PM２．５）
とは、大気中に浮遊する小
さな粒子のうち、粒子の大
きさが２．５μｍ（１μｍ＝１ｍ
ｍの千分の１）以下の非常に
小さな粒子のことです。その
成分には、炭素成分などの
無機元素などが含まれます。
❷微小粒子状物質（PM２．５）は、
　粒子の大きさが非常に小さ
いため、肺の奥深くまで入り
やすく、喘息や気管支炎な
どの呼吸器系疾患のリスク
の上昇と、肺がんのリスク
の上昇や、循環器系への影
響も懸念されています。

屋外活動の参考に⇒

意識の確認

【水分塩分の補給】
•0.1～0.2％食塩水
 又はスポーツドリンク
•熱けいれんの場合は
 生理的食塩水（0.9％）
 などの濃いめの食塩水
 を補給

水分摂取ができるか

症状改善の有無
一刻も早く病院へ！

熱中症を疑う症状

経 過 観 察

意識はある
意識がない

涼しい場所への避難・涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせる

できる できない

症状改善しない

症状改善

すぐに救急車を要請し、
同時に応急手当を行う。•応答が鈍い

•言動がおかしい
•意識がない 等

子 持 勾 玉国指定
重要文化財

こ　        もち　 　    まが　　    たま

　子持勾玉とは、大きな勾玉の表面に小さな勾玉がくっついて、文字
通り“子持ち”の勾玉になっているものです。
　子孫繁栄や豊かな実りを願う“まつり”の道具だと言われており、
古墳時代の祭祀遺跡や古墳などで見つかります。
　この子持勾玉は、大きな勾玉が二つ横並びに連結した非常に珍し
いものです。それぞれの背には５個ずつ、側面には２個ずつ、腹には１個
ずつの合計16個もの多くの子が付いています。黒緑色のひとつの石
から精巧に作られています。
　二つの連結した勾玉に“父母”の意味があったかどうかは分かりま
せんが、この子持勾玉をながめていると、まるでお父さんとお母さんと
16人の子どもたちの大家族に見えてきませんか。この大家族に会い
に、ぜひ鳥取県立博物館にお越しください。

さい　し

1908（明治41）年
　湯梨浜町高辻で畑の中から
　発見される
1963（昭和38）年
　国重要文化財指定

大自然の中で遊ぼう！

7月19日（日）・8月16日（日）
読みメンのおはなし会 
時間：11：00～11：30

7月26日（日）・8月23日（日）
手話で楽しむおはなし会
時間：11：00～11：30

7月29日（水）・8月6日（木）
図書館たんけん隊

時間：11：00～11：40

8月5日（水）
やってみよう！ 理科遊び
時間：14：00～15：30

7月22日（水）
外国語で楽しむえほんのじかん

時間：11：00～12：00

8月7日（金）
ペーパークラフトで“どうたく”、
“はにわ”をつくろう！！
時間：13：30～15：30

場所：船上山少年自然の家とその周辺

English camp ｉｎ Ｍｔ．Ｓｅｎｊｏ 大山・防災キャンプ
日時：8月11日（火）10：00
　　 　～12日（水）14：30（1泊2日）

場所：大山青年の家

日時：8月29日（土）9：00
　　 ～30日（日）15：00（1泊2日）

常設展示もあります

大学生以下の方／70歳以上の方
学校教育活動での引率者、障がいのある方、要介護者等及びその介護者 入場無料！ 大学生以下の方／70歳以上の方

学校教育活動での引率者、障がいのある方、要介護者等及びその介護者入場無料！

日　時／8月22日（土） ①10:00～11:30
　　　　　　　　　　②13:30～15:00
場　所／県立博物館 会議室（無料）
対　象／幼児～一般（小学生以下は保護者同伴）
定　員／各30名（要申込：7月29日から申込受付）
講　師／廣瀬浩司（天草市立御所浦白亜紀資料館 学芸員）

ティラノサウルスの進化～わかりやすい最新恐竜学～特別講演会

自然講座

ま　なべ　　 まこと

恐竜時代の貝の化石
　レプリカをつくろう！

ひろ　せ　こう　じ

常設展示の入館料 一般180（150）円　

天然ウォータースライダー 沢登り

参加費用：3,500円程度
対象：小学4～6年生
定員：48名
申込期限：7月23日（木）必着

高さ 6.6cm
長さ 10.6cm
幅 9.2cm
重さ 673.7g

日　時／7月18日（土）、8月15日（土）
　　　　14：00～
場　所／県立博物館　
対　象／小学生～一般
定　員／なし
要観覧料

関連イベント

その他P.8にもいろいろなイベントがあります！！

参加費用：2,800円
対象：小学生以上の親子
定員：100名
申込期限：8月7日（金）必着

参加費用…無料　申込…「図書館たんけん隊」以外は不要です

要申込


