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開運！科学で初遊び 2013   

久徴園植物写真展
～秋・冬の花編～

 〒693-0001 出雲市今市町1900−2　☎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】1月１日(火)～3日(木)、21日(月)

出雲科学館の催し（1月）

参加シート配布時間　10:00～16:151月4日(金)～8日(火)

好評開催中～1月27日(日)まで
協力：丸山　卓さん

新年の始まりに、科学館で頭と体をエクササイズ！
お正月にちなんだゲームで、楽しみながら科学の不思議もわかっちゃう！
ゲームに挑戦して、「かしこくじ」と「科学館特製ポストカード 2013」をもらっちゃおう。

参加費無料

参加費無料

イベント

企画展

開催日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 所要時間 参加人数など

12日(土)～ 
14日(月・祝)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

からくり装置づくり
にチャレンジ！

文房具など、身近な道具や材料を使って、ビー玉の動きを
次々と伝える「からくり装置」を作りましょう。
※からくり装置を持ち帰ることはできません。

60分

各回先着12組 
（1組1～4人） 
小学2年生以下 

保護者同伴

19日(土) 
20日(日) 
26日(土) 
27日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

エアーカーリングを
つくろう

氷の上でストーンを滑らせるスポーツ「カーリング」。
この教室では、氷を使わずに、空気の力で遊べるカーリ
ングを作ります。空気の実験をしながら、エアーカーリ
ングを作りましょう。

50分
各回先着24人 

小学２年生以下 
保護者同伴

チャレンジ！教室チャレンジ！教室チャレンジ！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。

整理券

自由出入

おもちゃの病院

エビでタイを釣る かがくかるたコリオリさん
　 からのお年玉

ゆく球くる球
巨大ふりこ

電撃★スネーク 開運！貝うん？ ハツヒノデンジャー

1月19日(土)・26日(土)

発明クラブの指導員の皆さんがボランティアで壊れたおも
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。

受付時間 10:30～11:45　主催：出雲少年少女発明クラブ

受付時間
①10:00～11:30　②13:00～16：20

受付  ① 10:00 ～ 12:00
時間  ② 13:30 ～ 16:20

受付時間
① 10:00 ～ 12:00
② 13:30 ～ 16:20

受付時間
① 10:00 ～ 13:00
② 14:30 ～ 16:20

受付時間
① 10:00 ～ 13:00
② 14:30 ～ 16:20

受付時間
①10:00～11:30　②13:00～16：20

開催時間（各回20分程度）
① 10:30 ～　② 11:30 ～
③ 13:15 ～　④ 14:15 ～　
⑤ 15:15 ～　⑥ 16:15 ～

※昨年の様子※昨年の様子

※昨年の様子 ※昨年の様子

2013年はヘビ年だよ～

ポストカード▲

整理券

整理券

ものづくり

実　験
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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

※締切日必着

ハガキ、科学館ホームページ、電子メール（oubo@izumo.ed.jp）、ファクス、科学館受付カウンターのいずれかで応
募してください。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。
■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。※全員の郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、学年、年齢、 

電話番号、希望日時を明記してください。
■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。
■締切日の後、1週間以内に、参加の可否をハガキでお知らせします。また、教室参加の際は当選ハガキをご持参く

ださい。
■返信がない場合はお手数ですがご連絡ください。
■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 募集人数 応募しめきり 参加費

12日(土)～
14日(月・祝)

①10:30～
②14:30～

（各回90分）

電動糸のこに挑戦！
干支の置物

ぐるぐるヘビをつくろう

ひらべったい板から、立体的なヘビの置物を作
ります。電動糸のこ盤という機械を使って、普
段と違う切り方に挑戦します。機械の使い方の
基本から始めますので、初めての人でも大丈夫！
※応募の際、希望日時を第３希望まで明記し
てください。
※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
～大人
各回8人

1月5日(土) 無料

15日（火）

工作室
10:30～16:00

（12:30～14:00のぞく）
木工室

①10:30～12:30
②14:00～16:00

木工創作教室

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。 
※指導は、科学館木工講師が行います。
※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。
※応募の際、希望の時間、部屋を第 2 希望ま
で明記してください。

工作室各4人
木工室7人

計15人
1月5日(土)

工作室
400円
木工室
500円

22日(火)
29日(火)

2月12日(火)
2月19日(火)
2月26日(火)

10:30～16:00 木工応用教室
全 5 回

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）を作ります。
この教室を修了すると、木工創作教室にて木
工室を利用できます。
講師：山下晃功さん

木工基礎教室を
修了された人

10人
1月10日(木) 5,000円

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

4日（金）
5日（土）・6日（日）

12日（土）・13日（日）
14日（月・祝）

20日（日）
26日（土）・27日（日）

①  9：30～10：30
②11：00～12：00
③13：15～14：15
④14：45～15：45

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（60 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（60
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、木の人形、紙すき、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）、門松
づくり、ビニール凧

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 参加費

19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、家族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：1 月4日（金）～11日（金） 

1家族（約3人分）
1,500円

風の子楽習館の催し（1月）
〒699−0904
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 ： 10：00～17：00

おたずね／出雲科学館☎25−1500

浜遊自然館の催し（1月）
〒699−0741
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）
※１月１日（火）～1月3日（木）は休館します。 
※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

  7日（月）10：00～  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・子ども  100円  50人 

17日（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 

木　工

木　工

木　工
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斐川環境学習センター
（アース館）（1月）

〒699−0612
斐川町出西1943　☎ 72−5242

【休館日】毎週月曜日・木曜日と１月１日～３日まで
※ただし、第２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日前までに連絡してください。

開催日 開催時間 教室名 内　　容 持参する物 材料代 参加費

12日（土）   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

14日（月・祝）
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

28日（月）

16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

26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

16日（水）
23日（水）
30日（水）

  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

13日（日） 13：30～15：30 パステルアート教室
パステルを削った粉を使って、指
で心を癒す絵を描きましょう。（定
員 10 名）

ハンドタオル（２枚）・
カッター・ものさし（15
～ 20㎝のもの）

1,000円 材料代込

20日（日） 13：00～16：00 エココンロ作り教室 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

色とりどりのタイルを使って
『タイルクラフト教室』　…クローバーのコースター作り…　●講師：井上 勉先生

●日時：１月８日（火）9：30～11：30　　●場所：斐川環境学習センター　　●参加費：1,000円※（材料代込）
●持参：エプロン・アームカバー　●定員：10名　   
※１作品を作り上げるには２回の参加になりますので、参加費は初回のみ（１作品分）です。   

大人の木工教室
１人分の材料で…

高さ 60cm ×幅 45cm ×奥行 25cm
サイズまでのものが作れます！
事前に作るものを考えてお越しください。

★講師　…　岩野恵輔先生
★日時：１月 23 日（水）9:30 ～ 12:00　　　
★場所：斐川環境学習センター 工房室　　☆定員：10 名
★持参：軍手・汚れても良い服装でお越しください！
★参加費：1,800 円（材料代込）

～ 幅7.5cm×厚さ1.2cm×長さ10ｍの板を10枚が１人分の材料です ～

アクティーひかわ（1月）
〒699−0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72−7411

【休館日】アクティーひかわ 1月1日～１月3日
　　　　アクティーひかわ体育館    年中無休
　　　（ただし、１日～３日の利用は12月28日までに申請された方に限ります）

開催日 開催時間 教室名 内　　容 参加費

11日・18日・25日（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 フォークダンスを楽しく踊って、寒さを吹き飛ばし
ましょう。 1,500円/月

5日・12日・26日（土） 14：00～15：30
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・24日（木） 19：00～20：30

11日（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 冬の季節を切り取って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）

12日・26日（土）   9：30～11：30 中国語教室 中国語を始めてみようと思われる方、興味のある方、
ぜひ教室をのぞいてみてください。 8,000円/6か月

19日（土） 14：00～16：00 フラワーアレンジメント教室 季節の花々をステキに飾ってみませんか？先生が優
しくご指導して下さいます。

600円
（材料費別途）

第13回　ひかわ New Year Concert
◆と　き／ 1月13日（日）14：00開演（13：30会場）
◆出　演／コールライラック、女声合唱団フィオーリ、伊藤千恵 ( ソプラノ）、 内田真理子＆明石宏美（ピアノ）、
　　　　   福田悠子（バイオリン）、斐川西中学校合唱部、大塚朱乃（ソプラノ）
◆入場料／ 500円（全席自由）
◆おたずね／アクティーひかわ　TEL 72-7411 


