
出雲科学館の催し（7月）（8月）

企画展

今年は名前に注目して、それぞれの甲虫の特徴を紹介します。
カブトムシと呼ばれているのはなぜ？「くわがた」ってなんだろう？
観たり、触ったりしながら、甲虫たちの名前に改めて注目してみましょう！

8月4日●土 ～19日●日

参加無料

イベント 参加無料 おもしろ！ビックリ！ サイエンスショー おもしろ！ビックリ！ サイエンスショー おもしろ！ビックリ！ サイエンスショー おもしろ！ビックリ！ サイエンスショー 
第2弾

8月4日●土　　　　　　・5日●日
①11:00～ ②13:30～ ③15:00～
講師：科学家すずめさん、 科学家ちきんさん

ドクターX（ペケポン）
私、失敗しちゃうかも…
ドクターX（ペケポン）
私、失敗しちゃうかも…
ドクターX（ペケポン）
私、失敗しちゃうかも…
ドクターX（ペケポン）
私、失敗しちゃうかも…

所要時間40分

第3弾

8月11日●土　　　　●祝　　　　　　～13日●月
①11:00～ ②13:30～ ③15:00～
講師：出雲科学館　松永一馬

Mr.まっつんの
サイエンスマジックショー
Mr.まっつんの
サイエンスマジックショー
Mr.まっつんの
サイエンスマジックショー
Mr.まっつんの
サイエンスマジックショー

所要時間30分

第4弾

8月19日●日
①11:00～ ②13:30～ ③15:00～
講師：納口恭明さん、 罇　優子さん

もたい

Dr.ナダレンジャーの
自然災害科学実験教室
Dr.ナダレンジャーの
自然災害科学実験教室
Dr.ナダレンジャーの
自然災害科学実験教室
Dr.ナダレンジャーの
自然災害科学実験教室

所要時間45分

主催／科学の縁結びネットワーク

【受付時間】①10:00～11:00
               ②13:00～14:00
               ③15:00～16:00
定員：1回15人 体験時間：5分交替制
※状況により開催期間を変更する場合があります。

9:30～17:30

世界の甲虫展2018世界の甲虫展2018世界の甲虫展2018世界の甲虫展2018
～名前から学ぶ甲虫たちのヒミツ～～名前から学ぶ甲虫たちのヒミツ～～名前から学ぶ甲虫たちのヒミツ～～名前から学ぶ甲虫たちのヒミツ～

生き虫ハウス生き虫ハウス生き虫ハウス生き虫ハウス

参加費
無料

マークのある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2枚まで、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）　
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。チャレンジ！教室チャレンジ！教室 自由出入

整理券

〒693-0001 今市町1900－2  ☎25－1500  FAX 24－8383
 ホームページ http://www.izumo.ed.jp/kagaku/
【入館料】無料　【開館時間】9:30〜17:30
【休館日】8月は毎日開館します

教　室　名 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

自由出入ものづくり

逆立ちするコマをつくろう！
7月30日(月)〜8月1日(水)

【受付時間】
①  9:30〜12:00
②13:30〜16:00

20分 小学3年生以下は保護者同伴

整理券実　験

顕微鏡をつくって 探検！ミクロワールド
7月30日(月)〜8月3日(金)

①10:30〜
②13:30〜
③15:30〜

50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

自由出入ものづくり

クルクル飛ばそう！紙とんぼ
2日(木)〜6日(月)

【受付時間】
①  9:30〜12:00
②13:30〜16:00

20分 小学2年生以下は保護者同伴

整理券実　験

まるで３Dホログラム！
立体映像を楽しもう

4日(土)〜7日(火)
①10:30〜
②13:30〜
③15:30〜

50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

自由出入ものづくり

ストロー笛を鳴らそう！
7日(火)〜11日(土・祝)

【受付時間】
①  9:30〜12:00
②13:30〜16:00

20分 小学3年生以下は保護者同伴

整理券木　工

ならべてつなげて！キュービックブロック
8日(水)〜11日(土・祝)

①10:00〜
②13:30〜
③15:30〜

60分
各回先着24人 

小学2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

輪ゴムで工作　自分だけの船をつくろう
12日(日)〜15日(水)

①10:00〜 
②11:20〜 
③13:30〜 
④15:30〜

50分
各回先着24人 

小学3年生以下は3人までにつき
保護者1人同伴

自由出入ものづくり

ふしぎなのぞき穴をつくろう
12日(日)〜16日(木)

【受付時間】
①  9:30〜12:00
②13:30〜16:00

15分 小学生未満は
2人までにつき保護者1人同伴

整理券実　験

どんな仕組みかわかるかな？
水の科学マジックを楽しもう！

16日(木)〜19日(日)
①10:30〜
②13:30〜
③15:30〜

40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

自由出入ものづくり

気分は芸術家！？　
針金メモスタンドをつくろう

17日(金)〜21日(火)
【受付時間】

①  9:30〜12:00
②13:30〜16:00

20分 小学3年生以下は保護者同伴

自由出入自然・環境 　協力：出雲天文同好会

天体観望会
〜夏の星座・月・火星・木星・金星・土星〜

18日(土) 19:30〜21:00 - 中学生以下は保護者同伴
※曇天・雨天時はプラネタリウムを上映

自由出入木　工

めざせてっぺん！のぼり虫をつくろう
22日(水)〜27日(月)

【受付時間】
①  9:30〜12:00
②13:30〜16:00

20分 小学3年生以下は1人につき
保護者1人同伴

整理券実　験

空気で実験
エアーカーリングをつくろう

8月25日(土)・26日(日)
9月  1日(土)・  2日(日)

①10:30〜
②13:30〜
③15:30〜

50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
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〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日、8月１３・１４・１５日
※ただし、第２・第４月曜日は教室のための開館です。
※各教室とも２日前までに申込みください。定員になり次第締め切ります。

斐川環境学習センター
（アース館）（8月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

裂き織り体験【定員6人】   4日(土） 9：30〜11：30    600円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります）   8日（水） 13：30〜15：30 1,900円

紙すき体験 12日（日） 10：00〜12：00 無料

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 19日（日） 13：30〜15：30 1,500円

布細工同好会
（パッチワークなど） 24日（金） 13：30〜16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 25日（土） 13：30〜16：30    700円

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（8月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 フォークダンスで気持ちの良い汗を流してみませんか？ 3日・10日・24日・31日
（いずれも金曜日） 10：00〜11：30 1,500円/月

ひかわdeにほんご教室 日本語を習いたい外国人の方のための教室です。
楽しく指導します。

4日（土）・11日（土・祝）・25日（土） 14：00〜15：30
無料

9日（木）・23日（木） 19：00〜20：30

フラワーアレンジメント
教室 フラワーアレンジのノウハウを継続的に習う教室です。 18日（土） 14：00〜16：00 600円

（材料費別途）

〒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（8月）

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

～自然の川で～ 
ヤマメのつかみ

取りを楽しもう！

多伎町奥田儀の宮本川の上流で昔、行われて
いた櫻井家のたたら製鉄の歴史を知り、その
きれいな自然の川でヤマメのつかみどりに挑
戦しよう！泳いでいるヤマメを追い込んで…
素手でつかまえられるかな？　
※川の状況により中止する場合があります。

25日(土) 10:00〜13:00

100人 先着順 
(3歳以上 幼児・

小学生は保護者同伴) 
子ども会など団体での
お申込みも随時受付中

8月  2日(木) 
〜8月19日(日)

大人1,100円/人 
子供1,000円/人

発電体験教室
再生可能エネルギーである光や風を活用したハイ
ブリッド風力発電キットをつくろう！その他にも3R

（リサイクル・リデュース・リユース）の勉強をした
りエアロバイクを使った人力発電も体験できるよ。

9月9日(日) 9:30〜12:00
20人(小学生〜中学生) 

※小学生低学年は
保護者同伴

8月31日(金) 
〜9月6日(木) 1,300円/人

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間：10：00〜17：30　※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 時　間

一般体験学習 所要時間：20分コースと30分コースがあります。
参加費：50円〜 400円(予約不要)

土・日・祝
(イベント開催時は除く)

1日5回
ホームページまたはお電話

にて確認ください。

①  9：30 〜 10：30
②11：00 〜 12：00
③13：15 〜 14：15
④14：30 〜 15：30 
⑤15：45 〜 16：45

夏休み工作体験
※残りわずか

小学生の夏休みの工作をお手伝いします。エコな視点で自然素材などを
活用して、みんなの夏休み工作を応援します。なお、詳しい工作内容・
制作時間等についてはホームページや電話にてご確認のうえ、ご予約く
ださい。

開催状況は
お電話にて

ご確認ください。

①  9：00 〜 12：00
②  9：00 〜 16：00 
③13：00 〜 16：00 

途中休憩あり 
※①〜③の制作時間は工作内容による

◆自由参加（内容によっては人数制限があります）※体験学習は、団体予約が入っている場合、参加できません。電話でお確かめください。

〒699－0741 大社町中荒木2484　☎・FAX53－5080
【休館日】毎週月・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（8月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

夏の星座観察会 惑星やこの季節に見ることのできる星座を観察します。 ３日(金）　　
予備日8/4  20：00〜 制限なし どなた

でも   無料

<夏休み企画>
水辺の小さな生き物を
つかまえて飼ってみよう

浜遊自然館の親水池でメダカやヌマエビ、ヤゴなどを
捕まえて観察します。生き物の飼い方を一緒に調べて
飼育にチャレンジしてみましょう！

18日(土）  9：30〜 20人  小学生以下 
保護者同伴 500円

浜遊で畑を耕そう
（大根と玉ねぎ） 自然館の畑で、楽しく大根や玉ねぎ作りに挑戦します。 25日(土）  9：30〜 15人  一般 1,000円

<夏休み企画>　　　　　　　　　　　
美しい貝殻でネックレスや
ビーズ飾りをつくろう

きれいな貝殻を使って、ネックレスやビーズ飾りを作
ります。 26日(日）  9：30〜 15人

 一般・子ども
（低学年は
保護者同伴） 

500円
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