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詳しくは各施設におたずねください。

 １月５日（水）～10日（月・祝） 

　お正月でなまった脳と体を科学あそびで動かそう！お正月にち
なんだ体験ゲームが７種類。ゲームに参加するとスタンプを押す
ことができます。7つのスタンプを全部集めて、七福神カードを
完成させよう！！

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】12月29日（水）～1月4日（火）、1月17日（月）

 受付時間  受付時間   10：00～12：00、13：30～16：00  

 開運！科学で初遊び ２０１１

おもちゃの病院
 主催：出雲少年少女発明クラブ

１月15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。

開催中開催中

 １月30日（日）まで

好評開催中好評開催中

 ４月11日（月）まで

原子力と電力について考える９種類の参加体験型の展示
装置を新たに設置しています。ゲーム感覚で楽しみなが
らエネルギーについて学習することができます。

写真や映像などで阪神・淡路大震災を見直し、この震災
を知らない世代の人たちへ、その教訓を伝えるとともに、
最新の防災研究成果を紹介します。
　共催：独立行政法人防災科学技術研究所、全国科学館連携協議会

 阪神・淡路大震災から15年　地震防災研究はどう変わったか

 つくば科学万博記念財団　巡回展示エネルギーラボ

科学を体感体感するお正月！！お正月！！

※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

15日（土）
16日（日）
22日（土）
23日（日）

①10：30～
②13：30～
③15：00～

実験
もちつきの科学 正月に食べるおもちは、どうしてあんなに粘りがあるのかな？実際にお

もちを作ってみて、身近な食べ物を科学的に見つめてみましょう。 40分
各回先着18人
小学３年生以下は
３人までにつき
保護者１人同伴

29日（土）
30日（日）

①10：30～
②13：30～
③15：00～

ものづくり
ぐにゃぐにゃ凧

たこ 木や竹などの骨組みがない、ビニールだけを使った凧を作ります。この
ぐにゃぐにゃの凧で空気の力を感じてみましょう。 50分

各回先着12人
小学２年生以下は
２人までにつき
保護者１人同伴

29日（土）
30日（日）

①10：15～
②11：30～
③14：00～
④15：20～

木工
押し寿司用の
押し型をつくろう

バレンタインデーや桃の節句、卒業式や入学式など、これからの季節に
はいろいろな行事がありますね。そんなとき、自分だけの押し型を作っ
て、オリジナル押し寿司を作ってみてはいかがですか？おいしさも楽し
さも倍増です。
※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。

50分
各回先着10人
小学３年生以下は
１人につき
保護者１人同伴

▲ 電撃うさうさ

▲ 海老で鯛を釣る

▲ 静電気
　　 たこあげ

新企画登場！新企画登場！
●巨大メンコでゆく年くる年
●おとさないでおとしだま
●忍具・おせちキャッチャー

▲ 科学かるた

２０１１２０１１年年はは

  うさぎうさぎ年！年！
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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。
■記入事項に不備があると受付できない場合があります。

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

１月７日（金） 9：30～ 七草がゆを食べよう セリ、ナズナ等春を待つ植物の姿を観賞し、粥を試食
する。 一般・子供 100円 募集人数は

設けない

１月27日（木） 9：30～ 浜遊の自然を食べよう② 浜遊周辺で採れる食材を取り入れた、調理教室。 一　般 800円 15人

１月30日（日） 9：30～ そば打ち体験教室③ 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

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

１月８日（土） 　9：30～ 12：30 そば打ちを体験しよう！

力をこめてそばを練って、おいしいそばを作ろう !
そばを打つのはちょっとむずかしいけど、みんなで楽しく作ったできたて
のそばはとってもおいしいよ！
●対象：家族　●募集数：８家族（先着順）
●申込期間：12月20日（月）～ 12月25日（土）

１家族
（約３人分）
1,500円

１月23日（日） 　9：00～ 12：00 凧（タコ）を
作ってあげよう！

雨風に強いビニール凧や四角い形をした立体凧を作ってあげてみよう！
２つのコースに分かれて作ります。どんな絵や模様を描くか考えてきてね。
●対象：小学生以上（小学校３年生以下は保護者同伴）
●募集人数：各コース５名（先着順）
●申込期間：１月10日（月）～１月20日（木）

ビニール凧
300円
立体凧
500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 】

１月 ９日（日）・10日（月・祝）
　　15日（土）・16日（日）
　　22日（土）
　　29日（土）・30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

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

23（日） 10：30～ 12：30
電子工作教室
電子サイコロ
をつくろう

LED電球の発光により、サイコロの目が変わる電子サ
イコロを作ります。ゲームやすごろくが楽しくなりま
すよ。
　共催：松江工業高等専門学校

小学４年生以上
15人

１月９日
（日） 1,200円

18日（火）
19日（水）
26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

講師の指導のもと、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：山下　晃功さん （18日）
　　　　 杠 　 繁 さん （19日・26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月６日
（木）

工作室
200円

木工室
250円

　　25日（火）
２月 １日（火）
２月 ８日（火）
２月15日（火）
２月22日（火）

10：30～ 16：00
木工応用教室
全５回

ヒノキ材を材料に、大型木工機械の正しい使い方を学
びながらスツール（背もたれのない椅子）を製作します。
この教室を修了すると、木工創作教室で木工室を利用
することができます。
　講師：山下　晃功さん

木工基礎教室を
修了した人
10人

１月11日
（火） 5,000円

（ 　　　　）




