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天体観望会　月と銀河をみよう天体観望会　月と銀河をみよう

くらしの中のコンピュータ 
　　～テレビゲームの気になる中身～
くらしの中のコンピュータ 
　　～テレビゲームの気になる中身～

星空のはなし星空のはなし

天体写真点天体写真点天体写真展平成 23 年度出雲市科学作品展

出雲市小中学生
科学グランプリ

平成 23 年度出雲市科学作品展

出雲市小中学生
科学グランプリ

おもちゃの
病院

おもちゃの
病院

おもちゃの
病院

サヒメルがやってくる！

開催日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 所要時間 参加人数など

1日(土)・2日(日)
8日(土)・9日(日)

10日(月・祝)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

イライラ棒ゲームをつくろう 針金で作ったコースに触れないように、「イライラ棒」を進め
ていきます。触れてしまうと電球が光って、アウト !! 電気回
路について学びながら「イライラ棒ゲーム」を作ります。

50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

８日(土)・９日(日)
①10:30～
②13:30～
③15:30～

わくわく！ものづくり教室

3 本立てのものづくり教室です。1 教室のみの参加も可能です。
① 10:30 ～望遠鏡をつくろう　ガリレオ式望遠鏡を作ります。
② 13:30 ～不思議な紐をつくろう　

３ヶ所に別れた紐の何処を引っ張ってもどこかが
動く、どのように繋っているのかな？

③ 15:30 ～不思議な筒をつくろう　壁をえんびつが突き抜け
る、不思議な筒を作ります。

60分
各回先着20人
小学3年生以上
親子での参加歓迎

15日(土)・16日(日)
22日(土)・23日(日)

　 受付時間
①10:00～12:00
②14:00～16:00

お金が消える !?
マジック貯金箱 たしかにお金を入れたのに、消えたように見えるふしぎな貯金

箱を作ります。 50分
時間内出入り自由
小学3年生以下は1人に
つき保護者1人同伴

29日(土)・30日(日)
11月3日(木・祝)
5日(土)・6日(日)

① 10:30～
② 13:30～
③ 15:15～

固い頭をやわらかく！
知恵の輪をつくろう

ひもに通した木の球。これをなんとかして反対側に移動させて
みましょう。あなたは何分でとけるかな？
※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 1人
につき保護者 1人同伴

チャレンジ！教室チャレンジ！教室

10月8日(土)～1１月1３日(日)　

出雲市・斐川町合併記念事業

時間　18：00～18：40（集合時間17：50）
場所　科学館サイエンスホール
　※先着 100 人　※中学生以下保護者同伴

10月8日(土)

10月15日(土)
・22日(土)

受付時間 10:30 ～ 11:45　
主催：出雲少年少女発明クラブ

おもちゃの病院のボランティアの皆さんが壊
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。

チャレンジ！教室
事前の応募

は不要
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。
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。

家電製品や携帯電話、パソコン、テレビゲームなどには、コンピュータが使われている
ことを知っていますか？コンピュータって何だろう？コンピュータは私たちのくらしを
どう変えたの？テレビゲームをとおしてコンピュータの発達とその効果を体感しましょう。

協賛：株式会社セガ、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（順不同）

サヒメルの専門スタッフが、今夜の星空解説を行うほか、天文
ソフトを使って月や惑星など、宇宙を探検します。

整理券

企画展

整理券

自由出入

整理券

自由出入

 〒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】10月17日(月)
出雲科学館の催し（10月）

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。
○内　容　　「バラの花キャンドル」「月の満ち欠け早見盤」「転がしアイスクリーム」など、13種類のメニューの中から1種類
○参加費　　100～400円（教室内容により異なります。）
○応募方法　参加希望日時・メニューを第３希望までお選びいただき、出雲科学館受付カウンターでお申し込みください。応募用紙と
　　　　　　メニューは、受付カウンターでお配りしております。（科学館HPからもダウンロードできます。）
○応募締切　9月30日（金）　　　　　
○その他　　希望日が重なった場合は抽選のうえ決定します。

開催日程
【後期：11月～2月】

11月26日(土)・11月27日(日)
  1月14日(土)・  1月22日(日)
  2月18日(土)・  2月26日(日)
開催時間は10：30～または14：00～

（1～2時間程度）

時間 19:00～20:00 時間内自由出入り

※中学生以下保護者同伴

天体望遠鏡で月やアンドロメダ銀河などの観察や星
空解説を行います。悪天候の場合は中止します。
観測場所：科学館駐車場　協力：出雲天文同好会

協力：出雲天文同好会

好評開催中
10月30日(日)まで

9月23日(金・祝)～10月2日(日)
　≪表彰式と作品発表会≫

10月2日(日)14:00～16:00

サヒメルがやってくる！ 共催：島根県立三瓶自然館サヒメル

☆どちらか一方のみの参加もできます。

ものづくり

ものづくり

ものづくり

木　工
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なるほど！教室なるほど！教室なるほど！教室

なるほど！教室の応募方法

事前の応募
が必要

※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。

＜応募での必要記入事項＞
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

開催日 開催時間 教　室　名 内　　　　容　　　【 所要時間（目安）・参加費 】

8日（土）・9日（日）
10日（月・祝）・16日（日）

22日（土）・23日（日）
29日（土）・30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、300円）ウグイス笛（30分、250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 イベント名 内　　　　容 参加費

1日（土）・2日（日） 10：00～16：00
秋の手引ヶ丘公園

祭り

木の人形づくりや紙竹とんぼなど楽しい体験学習や風船プレゼント、どんぐり飛ばし
大会、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！パンダ達とマルモリダンスを踊ろう！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

15日（土） 9：00～12：00
木の実でお菓子を

作ろう！

秋といえば食欲の秋！手引ヶ丘公園の自然を観察しながら木の実を集めて、お菓
子を作ろう！どんな木の実が落ちているかな？　
・対象：小学生～中学生　・募集人数：15名（先着順）　
・申込期間：9月29日（木）～10月7日（金）

400 円

開催日 時間 講    座    名 内              容 対   象 参加費 募集人数

1（土）   9：30～  ネイチャークラフト教室 レザー（皮）アクセサリーを作る  一般・子ども  600円  15人 

 ２（日）   9：30～  簡単ピザを作ろう 浜遊周辺で取れる食材を取り入れた、ピザ作り  一般  400円  10人 

  ８（土）  10：00～  秋の寄せ植え教室 春咲き球根を加えてダブルな楽しみを（鉢代は含まない）  一般  1,500円  20人 

 15（土）   9：30～  秋の草花をいけよう 秋の七草や菊、コスモスなどの特徴をいかして秋色をいける  一般  1,000円  15人 

20（木）   9：30～ 
 浜遊の自然を食べよう
　（日本料理）

浜遊周辺で取れる食材を取り入れた調理教室 一般  800円 15人 

 22（土）   9：30～  炭の置物を作ろう ツバキの実や松かさ等の炭を作る  一般  無料  15人 

風の子楽習館の催し（10月）

浜遊自然館の催し（10月）

多伎町口田儀458－1　TEL 86－3644
【休館日】火曜日

◆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。

◆事前申込（電話で申し込み・先着順）　※受付時間 ： 10：00～17：30

大社町中荒木2484　TEL 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

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

8日 (土 ) 10:10～ 12:10
久徴園植物観察教室

秋の花編
出雲高校の久徴園（平田植物園）は、様々な植物が収集
されています。キクやホトトギスなど秋の花の解説を
聞きながら、散策を楽しんでみませんか？

高校生～大人
20人 9月 27日 (火 ) 200円

19日 (水 )
20日 (木 ) 10:30～ 16:00

お洒落な棚づくり
【全２回】

国産ヒノキ集成材を使用して、小物や小さな瓶などを
飾ることができる棚をつくります。決まった大きさの
板の範囲内であれば、棚の大きさを変えることができ
ます。幅 450mm×奥行き 100mm×高さ 350mm

大人 10人
2日とも

参加できる方
10月 4日 (火 ) 1,000円

23日 (日 ) 10:30～ 16:30 マイ☆チェアー
合板を使って、実際に座ることのできる椅子を作りま
す。側面の板は、自分の好きな形にすることができます。
自分だけのステキな椅子を作ってみましょう。
※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
～中学生の親子

6組
10月 12日 (水 ) 無料

26日 (水 )

工作室
10:30～ 16:00

（12:30～ 14:00のぞく）
木工室

① 10:30～ 12:30
② 14:00～ 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

〈使用できる工具・機械〉
工作室：手工具・小型木工機械 (糸のこ盤等 )
木工室：工作室の工具・機械と大型木工機械
※「木工室」は当館の実施する指定の木工教室を受講され、
修了証をお持ちの方が使用できます。応募の際、希望時間 (複
数選択可能 )と部屋を明記してください。

工作室 10人
木工室各 5人

計 20人
10月 15日 (土 )

工作室
200円

木工室
250円

観　察

木　工

木　工

木　工




