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ホームページ：http://www.izumo.ed.jp/kagaku/　応募専用アドレス：oubo@izumo.ed.jp 
〒693-0001 出雲市今市町1900－2　TEL：25－1500　FAX：24－8383

【入館料】無料　【開館時間】10：00～18：00　【休館日】9月21日（火）

詳しくは各施設におたずねください。

※事前の応募は不要です。自由参加 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（10時）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。

小中学生
ロボットコンテスト
　9月12日（日）13：00～ 15：30

　なるほど！教室「アイデアロボットクラブ」に参加
した小中学生が、９日間かけて作りあげたオリジナル
ロボットを使って熱い戦いを繰り広げます。全国中
学生大会と同じルール
で、「収穫」をテーマに
競技を行います。選手
たちの努力とアイデア
の結晶をぜひご覧くだ
さい。
　どなたでもご自由に
ご覧いただけます。

天体写真展
協力：出雲天文同好会

 好評開催中 　
　10月31日（日）まで　
　惑星や彗星、星雲、銀河など、出雲天文
同好会の皆さんが撮影した美しい天体写真
を展示しています。

おもちゃの病院
主催：出雲少年少女発明クラブ

18日（土）・25日（土）
　受付時間10：30～ 11：45

　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。

　　　　　　　　　出雲市小中学生科学グランプリ
平成22年度

出雲市科学作品展

「みぢかなふしぎ」フォトコンテスト　～ふしぎ　みつける　わかちあう～

　あたりまえに生活している日常。でもちょっと見方を変えるとたくさんの不思議がかくれています。あなたが「あれ？」
と気づいた「ふしぎ」を写真に撮って送ってください。見つけた「ふしぎ」を出雲科学館に展示して、科学館を訪れた人に
紹介します。そして、もっとも「ふしぎ」を共感できる写真に投票してもらい、より多くの人と「ふしぎ」を分かちあえた
作品を表彰します。詳しくはホームページにも掲載しています。

 テ ー マ 　「なぜ？」「どうして？」と、なにげない日常で出会った「ふしぎ」を感じた物、現象、生物などの写真
　　　　　　 （例１「なぜ月は落ちてこないんだろう？」、例２「なぜ水滴は丸くなるんだろう？」など）

 部　　門 　「中学生以下の部」、「高校生以上 大人の部」、「親子の部」子どもが見つけたふしぎを保護者が撮影

 応募方法 　必要事項を記入の上、プリントしたもの、または電子データでご応募ください。
　　　　　　　●プリントしたもの：Ａ4版。
　　　　　　　　必要事項を記入した用紙を作品裏面にセロハンテープではり、郵送または持参。
　　　　　　　●電子データ：10メガバイト以下。形式 JPEGのみ（携帯電話で撮影したもの可）。
　　　　　　　　必要事項を本文に記入してメール（応募専用アドレス oubo@izumo.ed.jp）
　　　　　　【その他注意事項】
　　　　　　　●白黒写真可　●組み写真（複数枚で一つのテーマをあらわしたもの）の場合４枚まで（プリントサイズはＬ版）
　　　　　　　●１人各部門３点まで応募可　●合成など特殊な加工を行った写真は不可　●作品の返却なし

　　賞　　　各部門１点ずつ。
　　　　　　　金　賞　　　デジタルカメラ、賞状
　　　　　　　銀　賞　　　図書券 3000円分、賞状
　　　　　　　銅　賞　　　図書券 1000円分、賞状
　　　　　　　科学館長賞　科学グッズ、賞状

 日　　程 　・応募期間：９/１（水）～10/31（日）
　　　　　　・展示期間：11/13（土）～12/28（火）
　　　　　　・来館者による投票期間：12/12（日）まで
　　　　　　・表 彰 式：12月23日（木・祝）

　初心者の方もお気軽にご応募ください。（写真の技術を競うコンテストではありません） 協力 財団法人ソニー教育財団　

　9月25日（土）～10月３日（日）　≪表彰式と作品発表会≫10月３日（日）14：00～15：30

　市内の小中学生が夏休みに取り組んだ自由研究の成果約400点を展示します。ユニークな
発想を生かした力作が勢ぞろい。ぜひご覧ください。

開　催　日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 所要時間 参加人数など

 ４日（土）
 ５日（日）
11日（土）
12日（日）

①10:30 ～
②13:30 ～
③15:30 ～

チャレンジ木工
働く車　クレーン車を

つくろう

働く車は、とてもかっこいいですよね。クレーンが動くクレーン車をつくります。
どんな仕組みでクレーンが動くのか、考えてみましょう。
※財団法人 田部謝恩財団の支援を受けて開催します。

70分

各回先着15人
小学３年生以下は
１人につき
保護者１人同伴

18日（土）
～ 20日（月・祝）

　 23日（木・祝）
25日（土）
26日（日）

①10:30 ～
②13:30 ～
③15:30 ～

チャレンジ実験
固まるふしぎ

～グミキャンディーを
つくろう～

プニプニのグミキャンディーは何から作られているのでしょう？いろいろな材料
を混ぜ合わせてグミキャンディーを作ります。 60分

各回先着20人
小学３年生以下は
２人までにつき
保護者１人同伴

必要事項
　①出展部門、②撮影者名（親子の部は子どもの名前・年齢も記入）、
　③学年（小中高生のみ）、④作品名（30字以内）、
　⑤コメント（100字以内、何をふしぎに思ったのかなど。）、⑥住所、⑦電話番号

例2「なぜ水滴は丸くなるんだろう？」
例1「なぜ月は落ちてこないんだろう？」
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※しめきり日必着

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。

■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名に満たないときは、教室を中止する場合があります。
■しめきり日の後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。
■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。

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

応募での必要記入事項応募での必要記入事項

大社町中荒木2484　TEL・FAX：53－5080
【休館日】毎週月・火曜日（祝日の場合は翌日） ※申し込みは

1ヶ月前から行います。

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。

開　催　日 時　間 講　座　名 内　　　　容 対　　象 参 加 費 募集人数

９月10日（金） 19：00～ 秋の星座観察会③ 惑星やこの季節に見られる星座を観察します 一般・子供 無　料 募集人数は
設けない

９月26日（日）   9：30 ～ ハーブ教室③ やさしいハーブ料理 一般 600円 15人

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

事前申込（電話で申し込み・先着順）　※受付時間／10：00～ 18：00
開　催　日 時　間 イベント名 内　　　　容 参 加 費

９月12日（日） 7：00～ 13：30 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料理して食べちゃおう！釣具の貸出（有料）もできます。
●対　　象：小学生と保護者　●募集人数：親子10組（先着順）
●申込期間：8月26日（木）～ 9月6日（月）

600円 / 人

９月18日（土）
　　19日（日）

　　　 20日（月・祝）
10：00～ 16：00 秋の手引ヶ丘公園祭り

自然素材を使ったかわいい動物やキャラクターの置物づくりなど楽しい体験学習や風船プ
レゼント、ミニ動物園、ふわふわドーム、的当てルーレットなど、とっても楽しいイベン
トが盛りだくさん！今年も3日間「どんぐり飛ばし大会」を行います。公園祭りに友だち・
家族で出かけよう！
●対　　象：どなたでも参加できます（申込の必要はありません）

体験学習は実費

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。
開　催　日 時　間 教　室　名 内　　　　容　【 所要時間（目安）・参加費 】

９月 ４日（土）
　　 ５日（日）
　　11日（土）

　　　 23日（木・祝）
　　25日（土）
　　26日（日）

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

一般体験学習

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

特別体験学習
要予約

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

事前の応募が必要です ※しめきり日必着
開　催　日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 募集人数 応募しめきり 参 加 費

14日（火）
10:30
 ～ 16:00
12:00～13:00

を除く

木工創作教室
初級編

木工が初めての方を対象とした木工教室で、自分の作りたいも
のを自由に作っていきます。材料は各自ご用意ください。使用
できる工具・機械についてはおたずねください。
※科学館講師が担当します。

初心者もしくは
木 工 創 作 教 室
参加日数が30日
以内の人
大人10人

９月１日（水）

工作室
200円
木工室
500円

15日（水）
22日（水）

工作室
10:30
 ～ 16:00
12:30～14:00

を除く

木工室
①10:30
 ～ 12:30
②14:00
 ～ 16:00

木工創作教室

指導者の指導のもと、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
※使用できる部屋・工具に制限があります。
　詳しくはおたずねください。

※応募の際、希望日（複数日選択日）と部屋を明記して下さい。

木工室 各5人
工作室 10人

計20人

９月１日（水）

木工室
250円
工作室
200円

 23日（木・祝）

①10:30
 ～ 12:00
②14:00
 ～ 15:30

なるほどものづくり
一眼レフ用

ピンホールレンズ

簡単な光学の実験の後、ボディキャップを改造して、一眼レフ
カメラに取り付けられるピンホールレンズを作ります。完成後
に全員でテスト撮影を行って使い方を習得します。
普通のレンズで撮るのとは一味違う、おもしろい風合いの写真
を撮ってみませんか？
※お持ちの一眼レフカメラに合うボディキャップをご持参ください。
　ピンホールレンズの材料として使用します。

中学生以上12人
（一眼レフカメラ

をお持ちの方）
９月13日（月） 無料

26日（日） 10:30
 ～ 12:30

なるほど木工
カタカタ人形

人形がカタカタと音を立てて左右にゆれながら落ちていく、木
のおもちゃをつくります。人形以外の自分の好きな形のものを
作って、落としてみても楽しいですよ。
※財団法人 田部謝恩財団の支援を受けて開催します。

小学4年生
～中学生
10人

９月８日（水） 無料

28日（火）
 ～ 30日（木）

10月５日（火）
 ～ ７日（木）

10:30
 ～ 16:00

木工ろくろ教室
全6回

コースターや茶たくを製作しながら、木工ろくろの基礎基本を
学びます。
　講師：杠　繁さん　

大人10人 ９月14日（火） 5,000円
（6回分）

（　　　）

（　　　）




