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アクティーひかわ（8月） 斐川町上直江2469番地　☎ 72-7411

開催日 開催時間 教室名 内　　容 参加費

3日・10日・24日・31日（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 夏バテ防止にフォークダンスを踊って、楽しみながら体力を
つけましょう！！ 1,500円/月

4日・18日・25日（土） 14：00～16：00 ひかわ de にほんご教室 日本語を習いたい外国人の方々のための教室です。優しくご
指導します。 無料

10日（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 夏の草花ををじっくり観察しながら、あなたらしい絵手紙を
描いてみませんか？ 600円（材料費別途）

11日・25日（土） 9：30～11：30 中国語教室 発音や会話、作文や聴き取りを学んで中国の人と会話を楽し
んでみませんか？ 8,000円/6か月

18日（土） 14：00～16：00 フラワーアレンジメント教室 お花の色々なアレンジ方法が学べます。今月のテーマは「花
束」です。 600円（材料費別途）

浜遊自然館の催し（8月）
大社町中荒木2484　☎・FAX53－5080

【休館日】毎週月・火曜日 （祝日の場合は翌日）
※申し込みは講座開催日１か月前から行います。

期　日 講座名 内　　容 対　象 参加費 募集人数

  ４日（土）  9：30～ 空き瓶を使って可愛い小物雑貨
を作りましょう 

デザインペーパーやビーズ、レジン液を使い、オリジ
ナル雑貨を作りましょう  一般・子ども  750円  20人

  ５日（日）  9：30～ 夏休み工作
スカイスクリューを飛ばそう 

ゴム動力を利用し、垂直に上がるヘリコプターを作り、 
空高く飛ばす  子ども  260円  20人

11日（土）20：00～ 夏の星座観察会 惑星やこの季節に見られる星座を観察する  一般・子ども  無料  制限なし

12日（日）  6：00～ 湊原海岸でキス釣りを楽しもう キスを釣って調理する  一般・子ども  400円  20人

18日（土）  9：30～ 楽しい押し花 楽しい押し花絵作り  一般・子ども  1,000円  15人

19日（日）  9：30～ 
夏休み工作
きれいなボックス型の LED イ
ルミネーションを作ろう

LED や磁石などを使って組み立ててイルミネーション
を作る  子ども  1,000円  10人

26日（日）  9：30～ 紙すき体験 野草やミツマタ、牛乳パックを使って紙すきをしよう  一般・子ども  無料  20人

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

8月　　　　　　　　
11日(土)・12日(日)
18日(土)・19日(日)

26日(日)

①  9：30～10：30
②11：00～12：00
③13：15～14：15
④14：45～15：45
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）紙とんぼ（30 分、100 円）
ウグイス笛（30 分、250 円）スライム作り（30 分、50 円、ラメ入り、100 円）ふ
しぎな色コマ（60 分、100 円）パクパクカエル（30 分、100 円）どんぐり人形（60
分、150 円～）クマのまつぼっくり人形（30 分、250 円）スライドホイッスル（30
分、50 円）カッコウフクロウ笛（20 分～、400 円）桜の小枝ストラップ（30 分～、
150 円～）アニマルカスタネット（30 分、300 円） 
※かざぐるま等は台付き

季節特別体験学習
※要予約

竹の体操人形、竹けんだま、竹の箸と箸置き、竹食器、竹の水鉄砲、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

夏休み期間中の
木曜日と金曜日

(8月2日・3日を除く)

9：30～17：00
途中休憩有

※制作時間及び日数
　は工作内容による

夏休み工作
※要予約

夏休みの工作をお手伝いします。どんぐり工作、竹のおもちゃ作りなど自然素材を存
分に活用して、みんなの夏休みを応援します。なお、詳しい工作内容・制作時間等に
ついては電話、またはホームページでご確認の上、ご予約ください。

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 参加費

8月4日(土)
5日(日)・6日(月)

集合1日目  9：30
解散3日目11：30

風の子楽習館
サバイバル
キャンプ

みんなで協力して 3 日間のサバイバルキャンプに挑戦！持って来るのはお米だけ
…！おかずは？食器は？なんでも自分達で作っちゃおう！テントに泊まり、毎日
海で食料調達。ワクワクドキドキの 3 日間。
・対象：小学 4 年生～中学生
・募集人数：20 名（先着順）
・申込期間：7 月 19 日 ( 木 ) ～ 7 月 27 日 ( 金 )

5,000円

8月25日(土)
予備日8月26日(日) 11：00～14：00

山女（ヤマメ）の
つかみ取りを
楽しもう！

多伎町奥田儀の宮本川の上流で昔行われていた櫻井家のたたら製鉄の歴史を知り、
そのきれいな川でヤマメのつかみどりに挑戦しよう！泳いでいるヤマメを追い込
んで…素手でつかまえられるかな？　
・対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
　※保護者は一緒に川に入れること
・募集人数：100 名（先着順）　　　　　　
・団体申込 (50 名まで ) 期間：7 月 26 日 ( 木 ) ～ 8 月 3 日 ( 金 )
・一般申込期間：8 月 9 日 ( 木 ) ～ 8 月 17 日 ( 金 )

小中学生
900円
大人 

1,100円

風の子楽習館の催し（8月） 多伎町口田儀458－1　☎ 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
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開催日 開催時間 教室名 内　　容 持参する物 材料代 参加費

５日（日）   9：30～11：30 裂き織り体験 布を裂いて織りオリジナルな布に甦らせましょ
う。（定員６名） 裂ける布 無料 100円

６日（月）
27日（月） 13：30～16：30 エコ・ペーパー

クラフト教室
毎日たまる広告紙を使って、カゴやイスなどを
作ってみましょう。 広告紙・カッター・のり等 初回100円 100円

８日（水） 13：30～15：30 野の花教室 来待粘土で鉢を作り、山野草を飾りましょう。
（定員 15 名） 新聞紙等 毎回1,500円 100円

25日（土） 13：30～16：30 布ぞうり作り教室 古い布を使ってぞうりを作りましょう。
（定員８名） 木綿の布・指割れ靴下 無料 100円

毎週水曜   9：00～10：00 リサイクル体操 体の隅々まで自転車チューブなどを使って伸ば
しましょう。 水　又は　お茶 無料 100円

19日（日） 13：00～ ロケットコンロ
作り教室

ペール缶を使って熱効率バツグンのコンロを作
りましょう！ 軍手 6,000円 材料代込

～自然を感じよう！～　『写生コンクール』　●対象：小学生
　　●日時：８月21日（火）9：30～14：00　※14：00より審査　　●全員参加賞品あり　●場所：斐川環境学習センター　●参加費：無料
　　●定員：50名（うち30名入選作品を当館に展示。返却は致しません。）　●持参：弁当・水筒・タオル・画材（なんでも良いです）など　　

『親子そば打ち体験教室』　　
　　●日時：８月26日（日）10：00～13：00　●場所：工房室
　　●定員：親子10組　●参加費：500円/１組　●持参：エプロン・三角巾・マスク・タオルなど

斐川環境学習センター
（アース館）（8月）

斐川町出西1943　☎ 72-5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日・８月13日～15日
※ただし、第１月曜日・第４月曜日は教室のためのみ開館します。
※各教室、準備の都合上２日前までにご連絡ください。 

第45回  出雲市同和教育講演会
ご自身の体験をふまえたハートフルで心に染みわたる講演にぜひ
ご来場ください。きっと心を突き動かされることと思います…　

主　 　催 ： 出雲市、出雲市教育委員会、出雲市同和教育・啓発推進会議
後　　援 ： 出雲地域人権啓発活動ネットワーク協議会
おたずね ： 人権同和政策課　☎22-7506

日　時　　８月26日（日）14：30～16：20（開場14：00）
場　所　　出雲市民会館　大ホール　入場無料
講　師　　村崎 太郎（むらさき　たろう）さん　演題　「橋はかかる～差別のない世の中を目指して～」

村崎　太郎（むらさき たろう） さん
【プロフィール】1961年　山口県光市生まれ。
17歳で初代次郎とコンビを結成し、日本に途絶えた猿まわしを復活。ここ
数年は次郎と共に、日本各地の限界集落、ハンセン病療養所、原爆被爆者
の皆さんなどを訪ねる出逢いの旅を続けている。

2012出雲カップＵ-18サッカー大会開催！
全国の強豪チームが出雲に集う

日　程　８月14日（火）・15日（水）・16日（木）
　　　　　予選リーグ　14日（火） ９時30分〜17時20分
　　　　　　　　　　　15日（水） ９時00分〜12時20分
　　　　　決勝トーナメント
　　　　　　　　　　　15日（水）15時00分〜16時20分
　　　　　　　　　　　16日（木） ９時00分〜13時50分

※大会日程の詳細は、出雲市ホームページをご覧ください。　　
会　場   島根県立浜山公園（陸上競技場・補助競技場・球技場）
　　　　出雲健康公園天然芝生多目的広場
　　　　長浜中央公園天然芝多目的広場
　　　　平田スポーツ公園・島根富士通グラウンド
入場料   無料
＊大会期間中には、地元高校生との親善マッチや小学生ＰＫ大会も
　企画しています。

出場チーム
①サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃユース（広島） ②ベガルタ仙台ユース（宮城）
③湘南ベルマーレユース（神奈川） ④愛媛ＦＣユース（愛媛）
⑤アビスパ福岡Ｕ-18（福岡） ⑥市立船橋高等学校（千葉）
⑦浜松開誠館高等学校（静岡） ⑧中京大学附属中京高等学校（愛知）
⑨四日市中央工業（三重） ⑩奈良育英高等学校（奈良）
⑪作陽高等学校（岡山） ⑫広島皆実高等学校（広島）
⑬東福岡高等学校（福岡） ⑭鹿児島城西高等学校（鹿児島）
⑮立正大学淞南高等学校（島根） ⑯大社高等学校（島根）

おたずね　文化スポーツ課　☎２１－２３４１ 昨年の「2011出雲カップＵ-18サッカー大会」の様子




