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詳しくは各施設におたずねください。

　11月13日（土）～12月28日（火）　
「みぢかなふしぎ」フォトコンテストの応募作品を展示します。
様々な感性によって発見された、日常にかくれている「ふしぎ」をご覧
ください。
また、この写真展はフォトコンテストの審査の場でもあります。ご来
場のみなさんが最も「ふしぎ」を共感できた作品に投票してください。
得票数の上位３作品が金・銀・銅賞となります。

協力 財団法人ソニー教育財団

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】11月15日（月）

来館者による投票期間　12月12日（日）まで

  10/31（日）まで受付けています。10/31（日）まで受付けています。 
詳しくはイベント案内９月号、出雲科学館ホームページをご覧ください。
※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。

 「みぢかなふしぎ」写真展　～ふしぎ　みつける　わかちあう～

ノーベル賞を受賞した日本人の科学者巡回展 おもちゃの病院

 好評開催中 
 11月14日（日）まで 　

ノーベル賞を受賞した13人の日本人科学者につ
いて、その生い立ちから研究成果についてパネル
などで紹介します。

「科学する心」をみつけよう写真展

子どもたちが何気ない日々の中でとらえた、様々
な気づきや豊かな感動体験を、写真をとおして感
じてください。

 好評開催中
 11月７日（日）まで 　  主催：出雲少年少女発明クラブ

20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。

 主催：財団法人ソニー教育財団

※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。

開　催　日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 所要時間 参加人数など

10月30日（土） 　
 31日（日）

11月 ３日（水・祝）

①10：30～
②13：30～
③15：30～

ものづくり
ふわふわフェルトの

ボール

フェルトと木綿の違いって何？
布について調べた後、ふわふわの羊毛からかわいらしいフェルトのボールを作
ります。

60分

各回先着18人
小学３年生以下は
２人までにつき
保護者１人同伴

 ６日（土）
 ７日（日）
13日（土）
14日（日）

①10：30～
②13：30～
③15：30～

木工
ヒノキのキャンドル
ホルダーをつくろう

市販のキャンドルも、手作りのキャンドルホルダーに入れると、びっくりする
ほど素敵に変身しますよ。ヒノキは水に浮くので、キャンドルを灯して水に浮
かべて楽しむこともできますよ。
※この教室は財団法人田部謝恩財団の支援を受けて開催します。

60分

各回先着15人
小学３年生以下は
子ども１人につき
保護者１人同伴

20日（土）
21日（日）

　　23日（火・祝）
27日（土）
28日（日）

①10：30～
②13：30～
③15：30～

ものづくり
カラフル！

手づくりキャンドル
とかしたロウを冷やし固めて、棒状のカラフルなキャンドルを１人２本作りま
す。なるほど木工で作る「クリスマスウィンドミル」でも使用できますよ。 50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

ビー玉の中にさかさまの世界が映ってる
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※しめきり日必着

■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。

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。

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

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。

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。

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

11月 ７日（日） 9：00～ つるかご作り 浜遊の森に自生しているアオツヅラフジを使って、カゴを編む。 一　般 無　料 20人

11月13日（土） 9：30～ 樹木ウオッチング 身近な里山にみられる樹木の特色や秋の紅葉を、観察する。 一　般 無　料 20人

11月14日（日） 9：30～ 植物観察会 木の実はどうしてあんな色・形なのだろう？ 一般・子供 無　料 20人

11月20日（土） 9：30～ ハーブ教室④ フレッシュ、キャンドルスタンド（クリスマス）。 一般・子供 600円 15人

11月21日（日） 9：30～ そば打ち体験教室② そばの知識を学びそば打ちを体験し、家庭で実践する。 一般・子供 400円 20人

11月27日（土） 9：00～ リサイクル教室
古布で「布ぞうり」を作ろう② 古布で足元華やかな、履き心地のよい布ぞうりを作る。 一　般 200円 20人

11月28日（日） 9：30～ お菓子作り さつま芋を使ったお菓子作り。 一般・子供 200円 15人

事前申込（電話で申し込み・先着順）　※受付時間／10：00～ 17：00
開　催　日 時　間 イベント名 内　　　　容 参 加 費

11月 ６日（土） 9：30～ 12：00 秋の自然観察会
（焼いも体験付）

秋の手引ヶ丘公園を散策しながら、植物の種の増やし方など自然の持つ不思議さや人と自然の関
わりを学ぼう！秋の味覚「焼きいも」も味わおう！！　雨天中止
●対　　象：幼児～大人（小学３年生以下は保護者同伴）
●募集人数：20名（先着順）　●申込期間：10月28日（木）～ 11月３日（水）

200円

11月21日（日） 13：30～ 15：30
紙すきで

オリジナルハガキを
作ろう！

古紙を溶かして、押し花や色紙の型抜きなどを使ってオリジナルのハガキ２枚を作ろう！
●対　　象：子供から大人（小学３年生以下は保護者同伴）
●募集人数：20名（先着順）　●申込期間：11月11日（木）～ 18日（木）

150円

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）

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 】

11月 ７日（日）
　　 13日（土）・14日（日）
　　 20日（土）
　　 23日（火・祝）
　　 27日（土）・28日（日）

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

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

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

 ９日（火）
16日（火）
29日（月）

工作室
10：30～ 16：00
12：00 ～ 14：00

は除く

木工室
①10：30～ 12：30
②14：00 ～ 16：00

木工創作教室

指導者のもと、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：山下　晃功さん（９日、16日）、杠　繁さん（29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 各５人

計20人

１日（月）

工作室
200円

木工室
250円

10日（水） 10：15～ 12：30 重曹でお掃除
台所などの頑固な油汚れ、困りますよね。ところが重曹を使って掃除すると、
あら不思議！汚れがみるみる落ちていきます。重曹について科学的に検証
し、お掃除術をマスターしませんか。

大人
12人 ３日（水・祝） 200円

20日（土）
21日（日）

①10：30～ 11：40
②14：00 ～ 15：10

レベルアップ☆サイエンス
～光の教室～

ひかりでクッキング！？

ガスも電気も使わずに料理ができる？物に光を当てると、物が温かくなる
ことを利用して、加熱調理に挑戦だ !! 光を上手に集めて、集めて…。
本当に調理できるのでしょうか。みんなで試してみましょう。
※応募の際、希望日時を第３希望まで明記してください。

小学３年生
 ～大人
各回20人

８日（月） 無料

21日（日） 13：30～ 16：00

木工
親子で挑戦！

クリスマスウィンドミルを
作ろう

ろうそくに火を灯すと、羽がクルクルと回りだす、クリスマス用の置物を
作ります。どうしてくるくる回りだすのかその秘密を探ってみましょう。
※この教室は財団法人田部謝恩財団の支援を受けて開催します。

小学1年生
 ～３年生の
親子10組
（２人１組）

９日（火） 無料

28日（日） 13：30～ 16：30
木工

クリスマスウィンドミルを
作ろう

ろうそくに火を灯すと、羽がクルクルと回りだす、クリスマス用の置物を
作ります。どうしてくるくる回りだすのかその秘密を探ってみましょう。
※この教室は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
18日（木） 無料

（　 　　）

事前の応募が必要です ※しめきり日必着




