
おもちゃの病院「地域団体かがく教室」参加団体募集
子ども会などの地域の団体を対象として、実験や工作を行う教室です。 

詳しくは各施設におたずねください。

出雲科学館の催し出雲科学館の催し出雲科学館の催し出雲科学館の催し
〒693-0001 出雲市今市町1900－2　TEL：25－1500　FAX：24－8383
ホームページ：http://www.izumo.ed.jp/kagaku/　応募専用アドレス：oubo@izumo.ed.jp
【入館料】無料　【開館時間】10：00～18：00　【休館日】5月17日（月）

出雲科学館の催し
開　催　日 開催時間 内　　　　容 募集人数 応募締切 参加費教　室　名

5月の生涯学習情報5月の生涯学習情報
なるほど！教室 ※締切日必着

風の子楽習館の催し風の子楽習館の催し風の子楽習館の催し風の子楽習館の催し風の子楽習館の催し
開　催　日 開催時間 内　　　　容 【所要時間（目安）・参加費】教　室　名

①  9：30～10：30
②11：00～12：00
③13：00～14：00
④14：30～15：30
⑤16：00～17：00

かざぐるま（60分、400円）、竹とんぼ（60分、250円）、ウグイス笛（30分、200円）、スライム作り（20分、
50円、ラメ入り：100円）、ふしぎな色コマ（40分、100円）、パクパクカエル（40分、100円）、どんぐり人形
（30分～、150円～）、クマのまつぼっくり人形（30分、150円）、スライドホイッスル（30分、50円）、カッコウ
フクロウ笛（30分、400円）、桜の小枝ストラップ（20分、150円～） ※かざぐるま等は台付き

竹の水鉄砲、竹あんどん、竹の体操人形、竹けんだま、竹の箸と箸置き、竹の花、門松づくり、紙すきハ
ガキ作り、どんぐり人形とリース作り、どんぐり人形やじろべい、風力発電（風車キット）、ソーラー
カー、ビニール凧

【休館日】火曜日（祝日の場合は翌日）
 多伎町口田儀４５８－１　TEL：８６－３６４４

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。

浜遊自然館の催し浜遊自然館の催し浜遊自然館の催し浜遊自然館の催し浜遊自然館の催し 【休館日】毎週月・火曜日(祝日の場合は翌日）
大社町中荒木２４８４　ＴＥＬ・FAX:５３－５０８０

講座の実施日や内容については変更する場合があります。

5月
  1日㈯・  2日㈰
  8日㈯・  9日㈰
15日㈯・16日㈰
22日㈯・23日㈰
29日㈯・30日㈰

事前の応募が必要です

開　催　日 開 催 時 間 内　　　　容 参加人数など所要時間教　室　名

※事前の応募は不要です。
チャレンジ！教室

※　　　　　 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ことがあります。自由出入

※　　　　　 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（10時）からその日に行われる教室の整理
　券を配付します。受付カウンターで、本人に1枚ずつお渡しします。

整理券

参加費無料自由参加

青銅鏡をつくろう
整理券

整理券

各回先着12人
小学3年生以下は
1人につき
保護者1人同伴

銅とスズを溶かして青銅を作り、これをみがいてピカピカの鏡
を作ります。 90分

5月  1日(土)
2日(日)
3日(月・祝)
4日(火・祝)
5日(水・祝)

5月  8日(土)
　9日(日)
15日(土)
16日(日)

5月15日(土)
16日(日)
22日(土)
23日(日)

5月22日(土)
23日(日)
29日(土)
30日(日)

①10:30～
②15:00～

鉄剣をつくろう
整理券

各回先着12人
小学3年生以下は
1人につき
保護者1人同伴

くぎを焼き、ハンマーでたたいて鉄剣を作ります。鉄剣はペーパーナ
イフとして使えます。 60分

50分

①11:00～
②13:30～
③15:30～

黒曜石で
石器体験 時間内出入自由 黒曜石の石器を使って、いろいろなものを切る体験をします。

受付時間
10:00～12:00
14:00～16:00

管玉(くだたま)を
つくろう

各回先着24人
小学3年生以下は
1人につき
保護者1人同伴

ガラス管を切って、バーナーで切り口をとかしてまるめ、管玉（筒状の
飾り）を作ります。管玉は、ひもに通して古代のネックレスにします。

①11:30～
②13:30～
③15:00～

整理券

50分植物で染めよう
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

植物を使って、ひもを染めます。染めたひもは、自分で作った管玉や
まが玉を通すとネックレスになります。

①10:30～
②13:30～
③15:00～

整理券

60分
カーネーションの
キャンドルをつくろう

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

花びらが1枚ずつロウでできている、カーネーションの形をしたキャ
ンドルを作ります。母の日のプレゼントに最適です。

①10:30～
②13:30～
③15:30～

整理券

120分
チャレンジ木工
「おもしろやじろべえ
をつくろう」

各回先着10人
小学4年生～中学生

上下でバランスをとるやじろべえを作ります。自分の好きな形で2つ
作ることができます。形によって、ゆっくりゆれたり速くゆれたり、大き
くゆれたり･･･。やじろべえの形と動きに秘められた謎にせまります。

①10:20～
②14:40～

整理券

60分くだものの香りを
つくろう

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

くだものには、とてもいい香りがするものが多いですね。では、この
香りのもとはいったい何でしょうか。この教室では、くだものとは関
係がないようなものを使って、くだものの香りを作る実験をします。

①10:30～
②13:30～
③15:30～

自由出入

イベント申込方法：当日受付（今回は電話での申し込みの必要はありません）
参加費開　催　日 時　間 内　　　　容イベント名

体験学習は
実　費

10：00～
   16：00     

5月  3日（月・祝）
      4日（火・祝）
       5日（水・祝）

春の
手引ヶ丘公園祭り

主催：出雲少年少女発明クラブ
5月15日(土)
受付時間10:30～11:45

　4月29日（木・祝）に、いよいよ『出雲弥生の森博物館』がオープンします。
　今からおよそ1800年前、弥生時代の出雲地方には、王を中心としてた
くさんの人々が暮らし、身の回りの物をうまく利用して様々な道具を作っ
ていました。そこには、実に多くの科学的要素が取り入れられています。
　出雲科学館では、ゴールデンウィークの期間中、弥生の森博物館のイ
ベントと連携して5つの教室を開催します。科学館と弥生の森博物館のイ
ベントに参加し、古代出雲を治めた「出雲王」をめざしましょう。　

　創作万華鏡の全国コンテスト「第10回日本万華鏡大賞公募展」の受賞作品と歴代
の優秀作品あわせて約60点の作品を展示しています。アイデア満載の創作万華鏡の
世界を、この機会にお楽しみください。

イベント

講師の指導を受けながら、自分の作りたいものを自由に木工
工作する教室です。材料は各自ご用意ください。
講師：杠　繁さん（12日、19日）、山下　晃功さん（25日)
※応募の際、希望日(複数日選択可能)と部屋を明記してください。
※使用できる部屋と工具に制限があります。詳しくは、出雲科学館にお問い合わせください。

工作室：10人
木工室：①、②
    　　 各時間5人

工作室
200円
木工室

①、②各250円

木工創作教室 4月28日㈬

工作室
10:30～16:00
木工室

①10:30～12:30
②14:00～16:00

5月12日㈬
19日㈬
25日㈫

木工が初めての人を対象とした木工教室で、自分の作りたいも
のを自由に作ります。材料は各自ご用意ください。
※使用できる部屋と工具に制限があります。詳しくは、出雲科学館にお問い合わせください。
※講師は、科学館スタッフが担当します。

木工が初めての人、また
は木工創作教室の参加日
数が30日以内の人10人

工作室
200円
木工室
500円

5月11日㈫木工創作教室
（初級編）

10：30～
16：00

10：30～
16：00

5月26日㈬

出雲高校の久徴園（平田植物園）は、島根の里山にある植物
の他、多くの珍しい植物が収集されています。春の花の解説を
聞きながら、珍しい花を写真におさめてみませんか？
講師：丸山　卓さん

高校生～大人
20人 200円5月26日㈬

久徴園植物
観察教室
春の花編

10:10～
12:106月  5日㈯

なるほど！教室の応募方法

■応募者多数の場合は抽選により参加者を決定します。
■応募者が3人に満たないときは、教室を中止する場合があります。
■締切日の後1週間以内に、参加の可否を返信メールまたはハガキでお知らせします。
■返信がない場合はお手数ですがご連絡ください。

応募での必要記入事項※締切日必着

①教室名　②開催日または希望日　③氏名（フリガナ）
④学年と年齢　⑤郵便番号・住所　⑥電話番号
⑦その他各教室で必要な記載事項

一般体験学習

特別体験学習
※要予約

『出雲弥生の森博物館』開館記念イベント
めざせ！弥生の森の出雲王　

企画展

第10回　日本万華鏡大賞公募展・出雲展　光と芸術の科学 万華鏡展

5月1日(土)～5月5日(水・祝)

好評開催中（5月9日(日)まで）
協力：日本万華鏡倶楽部

壊れたおもちゃを修理します。
ぬいぐるみ等は除きます。
長期間お預かりする場合もあります。

5月の連休は家族で手引ヶ丘公園へ出かけよう！ふだんできない特別バージョンの体験学習や
風船プレゼント、フワフワドーム、ミニ動物園、的当てルーレット、スーパーボールすくいなど、とっ
ても楽しいイベントが盛りだくさん！  ・対象：どなたでも参加できます（申込の必要はありません）
※ミニ動物園は４日、５日のみ。詳しくは風の子楽習館ホームページでご確認ください。

参加費開　催　日 時　間 内　　　　容講　座　名

無　料２０：００～5月  7日㈮ 春の星座観察会 惑星やこの季節に見られる星座を観察しよう。　　　　対象：一般・子ども　募集人員：３０人

２００円  ９：0０～5月23日㈰ リサイクル教室～布ぞうり 古布で足元華やかな履き心地の良い布ぞうりを作ろう。  対象：一般　募集人員：２０人

１,００0円  ９：３０～5月29日㈯ ハーブ教室① ハーブ苗寄せ植えをしよう。　　　　　　　　　　　対象：一般　募集人員：１５人

無　料  ９：３０～5月30日㈰ 水生のいきもの観察会 親水池のメダカやザリガニなどいきものを観察しよう。　対象：一般・子ども　募集人員：２０人

１,０００円  ９：３０～5月  8日㈯ 浜遊の緑をいけよう 浜遊の森周辺の草木を観察し、春をいけよう。　　　　対象：一般　募集人員：１５人

１,５００円１０：００～
5月  9日㈰

春の寄せ植え教室 ワクワクドキドキ春の楽しい寄せ植えをしよう。　　 　対象：一般　募集人員：１５人

苗代など実費１３：３０～ 浜遊で畑を耕そう 野菜作り（サツマイモ等）を学んで収穫の楽しみを味わおう。 対象：一般　募集人員：１０人

８００円  ９：３０～5月16日㈰ 押し花教室① 立体ミニBOX絵　　　　　　　　　　　　　　 　 対象：一般　募集人員：１５人

ハガキ、科学館ホームページ、電子メール、ファクス、科学館受付カウンターのいずれかで応募ください。
電子メールでの応募の際は、件名に教室名を入力してください。
携帯電話メールを使う場合は、受信字数制限や受信設定にご注意ください。

◆教室内容：「虹の見える筒」「吹き戻し」「雪だるまキャンドル」など、13種類のメニューの中から1種類
　（参加日時決定後に調整）

◆参 加 費：1人あたり100円～400円（教室内容により異なります。）
◆応募方法：参加希望日時を右の開催日程の中から第3希望までお選びいただき、出雲科学館受付カウ

ンターまたは電話でお申し込みください。【希望が重なった場合は抽選のうえ決定します。】
◆応募締切：4月25日(日)
◆そ の 他：教室内容の詳細は、出雲科学館ホームページでご確認ください。また、都合により出雲科学

館が教室内容を指定させていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

■いずれの場合も1通につき1教室3人まで応募できます。
　※全員の住所、氏名、学年、年齢、電話番号を記入してください。
■ファクスなど送信先のお間違いがないようご注意ください。
■記入事項に不備があると受付できない場合があります。

5月21日㈮
28日㈮

6月  4日㈮
11日㈮
18日㈮

5月6日㈭
木工基礎教室
（全5回） 大人：10人 2,500円

板材から木製品を作り、木工技術の基礎を学びます。マガジン
ラック、ツールボックス、スパイスラック、おもちゃ箱、スライド
式本立て、ミニチェアー、シェルフの中から2作品の完成をめ
ざします。
※この教室を修了された人は、今冬に開催する「木工応用教室」に応募することができます。

『出雲弥生の森博物館』開館記念イベント　めざせ！弥生の森の出雲王　≪出雲科学館で開催するイベント≫

開催日程
  5月16日(日)、23日(日)
  6月13日(日)、27日(日)
  9月19日(日)、26日(日)
10月17日(日)、24日(日)
11月21日(日)、28日(日)
  1月16日(日)、23日(日)
  2月20日(日)、27日(日)
※時間は10:30～または14:00～
   （1時間～2時間程度） 

申し込みは
1ヶ月前から行います

期間中に両方の施設のイベントに参加された方には、
粗品をプレゼントします。

出雲科学館での
イベント

出雲弥生の森博物館
でのイベント

「鉄剣をつくろ
う」などのイベ
ントを開催しま
す 。詳しくは
「チャレンジ！教室」の
欄でご確認ください。

「 出 雲の
古代鏡づ
くり」「まが
玉づくり」
などの教室を開催し
ます。

広報いずも2010.4.8 14広報いずも 2010.4.815




