
出雲科学館の催し出雲科学館の催し（6月）（6月）

南極って寒くて氷しかない？南極に行ったらずっとテントに泊まって缶詰ばか
り食べている？実は島根や鳥取にも南極で働いていた人がたくさんいるん
だって。知っているようで知らない南極を体験しに行こう！防寒具を着てみた
り、テントの中に入ったり、本物の南極の石に触れたりしてみよう！

７月JAXA特別講演会開催予定！！宇宙の研究をしているJAXAから、宇宙飛行士がやってくる！？
詳しくは来月号をチェック！！！ ※JAXAの業務遂行上、やむを得ない事情により講演会がキャンセルになる可能性があります。

ペンちゃんが南極を案内します。
本物の南極の氷を触ったり、強風体
験をしたりしよう！

6月1日●土  ～ 23日●日  
企画展 観覧無料

～知っているようで知らない南極～～知っているようで知らない南極～～知っているようで知らない南極～～知っているようで知らない南極～

ペンちゃんと一緒に
南極を体験しよう！
ペンちゃんと一緒に
南極を体験しよう！
ペンちゃんと一緒に
南極を体験しよう！
ペンちゃんと一緒に
南極を体験しよう！

南極展南極展南極展南極展

                                                   協力：気象庁、国立極地研究所、島根大学、鳥取大学、名古屋市科学館　　　後援：南極OB会山陰支部

6月1日㈯・8日㈯・15日㈯・16日㈰
23日㈰ ①11：00～ ②15：00～

サイエンスショー 所要時間：20分

南極の景色や昭和基地での生活を
のぞいてみよう！南極にいる観測
隊員と直接お話もできるよ。

6月9日㈰ 
15：00～

イベント 所要時間：45分

島根大学教授　大谷修司さん　
（第29次・第41次南極地域観測隊）
南極の雄大な自然やペンギン以外
にも様々な生物が生息していること
を紹介します。

南極の生物と自然南極の生物と自然南極の生物と自然南極の生物と自然
サイエンストーク第１弾 所要時間：50分

鳥取大学准教授　大谷眞二さん
（第40次南極地域観測隊）
閉ざされた南極での観測隊員の日々
のくらしと医師の仕事を紹介します。

南極の
お医者さんのしごと
南極の
お医者さんのしごと
南極の
お医者さんのしごと
南極の
お医者さんのしごと
6月22日㈯ ①11：00～ ②14：30～

所要時間：50分サイエンストーク第２弾

お知らせ

6月2日㈰
①11：00～ ②14：30～

南極昭和基地から
生中継！
南極昭和基地から
生中継！
南極昭和基地から
生中継！
南極昭和基地から
生中継！
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この他にも、応募教室「木工創作教室」（16日（日）・19日（水）・※締切各6月６日（木）・９日（日））、ボラ
ンティアさんのわくわくかがくひろば「プラコップでキーホルダーをつくろう」（8日（土）・9日（日）・15

（土）・16（日））などがあります。くわしくは出雲科学館（25‐1500）へお問い合わせください。

参加費
無料

応募方法

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）

事前に申し込みが必要です。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応募ください。

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。

なるほど！教室なるほど！教室

チャレンジ！教室チャレンジ！教室 自由出入

整理券

出雲科学館公式
Facebook

〒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】6月3日（月）、10日（月）、17日（月）、24日（月）

教　室　名 内　容 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

空気の力で動く
くるくるアニメをつくろう

ストローで空気を吹き込むと、くるくる
とカードが回るおもちゃを作ります。

5月25日(土)・26日(日) 
6月  1日(土)・  2日(日)
     29日(土)・30日(日)

【受付時間】
①  9:30～12:00 
②13:30～16:00

25分
小学3年生以下は
3人までにつき
保護者1人同伴

整理券ものづくり

トコトコはりねずみをつくろう
坂道をトコトコ下る、はりねずみのおも
ちゃを作ってみよう。

1日(土)・2日(日) 
8日(土)・9日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

60分
各回先着16人

小学3年生以下は
1人につき保護者1人同伴

整理券自然・環境

プラネタリウムで
南極の空を見にいこう

南極の星空や昭和基地上空のオーロラを
上映します。
オーロラ映像提供：国立極地研究所

6月1日(土)・2日(日)・6日(木)
8日(土)・9日(日)・13日(木)

15日(土)・16日(日)・20日(木)
22日(土)・23日(日)

①10:00～  
②12:30～ 
③14:00～ 

※木曜日は①と③のみ

25分 各回先着35人

整理券実　験

つめたい実験！ドライアイスで
シャーベットをつくろう

とっても冷たいドライアイスで色々な実験
をしてみましょう。最後はドライアイスを
使って、おいしいシャーベット作りにも
チャレンジ！

15日(土)・16日(日)
22日(土)・23日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

45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

つくって飾ろう！ 
星空ランプシェード

プラネタリウムで夏の星座を探した後に、
自分だけの星空ランプシェードを作りま
しょう。

6月29日(土)・30日(日) 
7月6日(土)・7日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

60分
各回先着24人 

小学3年生以下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 応募しめきり 参加費
自然・環境  

星空観察を楽しもう
春の星座・月・火星・木星

星空をながめながら、天体望遠鏡で月や
惑星を観察してみましょう。晴れていれ
ば、木星の縞模様を望遠鏡で見ることが
できます。※写真提供：出雲天文同好会

15日(土)
19:00～21:00

※曇天時は
20:00まで

15組
中学生以下は
保護者同伴

※小学生未満入室不可

5月26日（日） 無料

実　験  
親子ではじめてのプログラミング
～スクラッチで遊んでみよう～

親子で楽しくはじめてのプログラミング
に挑戦して、ゲームを作ってみましょう。
※応募の際、希望日時を第２希望まで明
記してください。

15日(土)
16日(日)

①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回16人／小学生のみ
小学生は１人につき

保護者１人同伴
※保護者の方はパソコン操
作の支援をお願いします。

6月3日(月) 無料

実　験  
大人のための理科学習　
第６弾

小学５年生で学ぶ「魚のたんじょう」をご
紹介します。1人1台光学顕微鏡を使って、
メダカの卵や水中の小さな生物を観察で
きます！※応募の際、希望時間を第２希
望まで明記してください。

23日(日) ①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回12人
大人のみ

※子どもの同伴可
6月9日(日) 無料

ものづくり  
レザークラフト教室

「ノートカバー」

革に刻印で模様を描き、染色して、革製
のノートカバー（Ｂ６サイズ）を作ります。
シンプルなビジネス手帳のカバー、趣味
用のノートやアイデア帳用に幅広く使え
ます。

7月2日(火) 9:40～13:00
15人

大人のみ
※小学生未満入室不可

6月25日(火) 2,500円

レベルアップ☆サイエンス  
～生命の教室～
命をつなぐ動物たちのくふう

タニシを解剖して、赤ちゃんがどのよう
に生まれてくるのか調べながら、命をつ
なぐための工夫について探っていきます。
※応募の際、希望日時を第３希望まで明
記してください。

７月13日(土)
      14日(日)

①10:30～12:00
②14:30～16:00

各回8人
小学5年生～
中学3年生

6月30日(日) 無料
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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
※各教室とも、準備の都合上２日前までにご連絡ください。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）（6月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
裂き織り体験	
【定員４人】   1日(土） 9：30～11：30    600円

山野草の寄せ植え教室
（苔玉もできます）	   2日（日） 10：00～12：00 1,500円

韓国料理教室	
(スンドゥブチゲを作ります）   8日(土） 10：00～13：00 1,500円

登山と自然観察会	
(おっちらと806ｍの三郡山へ)   9日（日） 8：30～15：30    800円

笹巻き作り教室	
【定員２０人】   9日（日） 10：00～13：00 1,500円

ホタル観察会	
【定員２０人】   9日（日） 19：30～ 無料

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

初めての水彩画教室 11日（火） 10：00～12：00 1,000円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 15日（土） 13：30～16：30    700円

肥料用ボカシ作り教室
【どちらも定員１５人】

15日（土）
16日（日） 13：30～16：30 1,400円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 16日（日） 13：30～15：30 1,500円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 19日（水） 13：30～15：30 1,900円

はじめてみない？	
レザークラフト	 22日（土） 13：00～16：00 1,300円

布細工同好会
（パッチワークなど） 28日（金） 13：30～16：30    400円

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（6月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 フォークダンスを踊って、梅雨も楽しく過ごしましょ
う。脳トレにもいいですよ。

7日・14日・21日・28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ための教室です。
楽しくご指導します。

1日（土）・8日（土）・22日（土） 14：00～15：30
無料

13日（木）・27日（木） 19：00～20：30

〒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（6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
夜遊び探検隊②	
多伎のホタルを見
に行こう！

ホタルの生態について学習した後、き
れいな田儀川の川沿いを歩きながらゲ
ンジボタルを観察します。

8日(土) 20：00～21：30

50人（先着順）
子供～大人 

（小学生以下は
保護者同伴）

5月23日(木) 
～6月2日（日) 300円

地引網を
体験してみよう！	
(一般申込) 多伎の砂浜で昔ながらの地引網を体験

します！
人と海の関わりについて学びます。

23日(日) 5：30～9：30

・対象：小学生～大人 
（小学生は保護者同伴） 
・募集人数：40名（先着順）

6月6日（木) 
～6月16日（日)

子供 1,000円 
大人 1,200円地引網を

体験してみよう！	
(団体申込)

団体募集人数：30名
(先着順) 

・対象：小学生～大人 
（小学生は保護者同伴）

～ 6月5日（水）

初心者向け	
キス釣り体験教室

初心者を対象に楽しいキス釣りの魅力
を紹介するとともに、投げ釣りができ
るように指導します。
釣った魚はみんなで調理して食べます。
※釣具の貸出（有料）もできます。

7月6日(土) 6:00～12:30

・対象：
小学生と保護者

 
・募集人数：
8組程度（先着順）

6月20日（木） 
～6月30日（日）

参加費：
600円/人 

貸出：
道具一式500円 

販売：
餌200円 

(貸出が必要
な人のみ)

～自然の川で～	
ヤマメのつかみ
取りを楽しもう！	
（団体申込のみ）

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に
ついて学び、自然の川でヤマメのつか
みどりを行います。捕まえたヤマメは
みんなで調理して食べます。一般の申
込みは8月8日(木)より行います。

8月24日(土) 10：00～13：00

団体募集人数：
50名(先着順) 

3歳以上 
(小学生以下は
保護者同伴)

～ 8月7日（水) 子供 1,000円 
大人 1,100円

◆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。

※天候等の状況により中止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
＊季節限定
竹の水でっぽう

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

◆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（6月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

ハナショウブまつり 親水池に咲く花しょうぶやイベント・出店をお楽しみください。また、小
学生を対象とした謎解きゲーム「浜遊からの脱出！」の参加者を募集します。  9日(日） １０：００～ 

春の寄せ植え かわいい春の寄せ植えに挑戦！　（容器代含まない） 15日(土）  ９：３０～ 20人  一般 1,500円
環境にやさしい
紙バンド手芸（初夏のカゴ）レース付きのかわいいカゴを作りましょう。 22日(土）  ９：００～ 15人  一般 1,100円

夏の草花を生けよう 初夏の草花を生けます。 23日(日）  ９：３０～ 15人  一般 500円
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