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出雲科学館フルコース

 〒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】4月15日(月)

出雲科学館の催し（4月）

4月２日(火)～7日(日)

開催日 開催時間 教　室　名 内　　　容 所要時間 参加人数など

3月29日(金)
～1日(月)

受付時間 
①10:00～12:00 
②13:30～16:30

春の草花でしおりを
つくろう

春になるとどんな草花たちと出会えるの
かな？春に見つけることのできる草花を
使って、しおりを作りましょう。

20分

小学1年生以下は 
3人までにつき 
保護者1人同伴 

※3月時点で1年生
の人を表します

2日(火)
～4日(木)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:00～

 
四角いタイヤ？

まるいサイコロ？ 
～もののかたちのサイエンス～

○、△、□…私たちのまわりにあるいろ
いろな形。もし丸いものが四角だったら？
四角いものが丸かったら？当たり前の中
に科学がある！みんなで形の中の科学を
体感してみよう。

40分 各回先着150人

2日(火)
～5日(金)

①11:30～ 
②13:40～ 
③16:00～

 
からくりおもちゃ！ 

はしごくだりをつくろう

人形がクルクルまわりながら、はしごを
下っていきます。止まらずに上手に下る
には、はしごの間隔が大切です。人形が
上手に下まで下る、はしごの間隔を見つ
けましょう。きれいに着地もできればカ
ンペキです。

50分

各回先着16人 
小学3年生以下は 
2人までにつき 
保護者１人同伴

 
5日(金)

～7日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

 
磁石でメリーゴーランドを

つくろう

下の土台を動かすと、人形がくるくる回
りだす！自由にかざりつけをしてオリジ
ナルのメリーゴーランドを作りましょう。

45分

各回先着24人 
小学2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)

①11:30～ 
②14:30～ 
③16:10～

 

みえる？みえない？
光のマジック

紙に書いた文字が浮き上がったり、コッ
プに描いた絵が消えたりする不思議なマ
ジックにチャレンジしましょう。

40分
各回先着24人 

小学2年生以下は 
保護者同伴

13日(土) 
14日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

「相
あい

欠
か

き」の仕切りで整理上手
コレクションボックスを

つくろう

合板を使ったコレクションボックスを作りま
す。「相欠き」という方法で、木と木を組ん
で仕切りを作ります。入れるものの大きさに
合わせて、仕切りを作りましょう。
※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。

60分

各回先着16人 
小学3年生以下は

1人につき
保護者1人同伴

20日(土) 
21日(日) 

27日(土)～ 
29日(月・祝)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

 

ペーパーグライダーを
つくろう

飛行機はどうして飛ぶことができるのか
な？たくさんついている翼は何のためにあ
るのかな？飛行機について実験をしなが
ら、ペーパーグライダーを作ります。どれ
だけ飛ばせるか挑戦しましょう。

60分

各回先着24人 
小学2年生以下は 
2人までにつき 
保護者1人同伴

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

サイエンスショー、木工、ものづくり、実験、出雲科
学館の教室が大集合！
出雲科学館の教室フルコース！みんなで教室に参加して、
科学と友達になろう！

おもちゃの病院
27日(土)

発明クラブの指導員の皆さんが壊
れたおもちゃをボランティアで修
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：出雲少年少女発明クラブ

なるほど！教室なるほど！教室なるほど！教室 事前の応募
が必要

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（火）

工作室
10:30～16:00

（12:30～14:00昼休憩）
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7人
木工室各4人

計15人
4月11日(木)

工作室
400円
木工室
500円

木　工

※詳しくは下記チャレンジ教室をご覧ください

 受付時間 10:30～11:45

整理券

整理券

自由出入

整理券

整理券

整理券

ものづくり

ものづくり

ものづくり

実　験

木　工

木　工

サイエンスショー

出
雲
科
学
館
フ
ル
コ
ー
ス
関
連
教
室
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なるほど！教室、クラブの応募方法 ※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 時　間 教　室　名 内　　　　容　　　【 所要時間（目安）・参加費 】

1日（月）～7日（日）
春休み一般体験

13日（土）・14日（日）
20日（土）・21日（日）
27日（土）・28日（日）
29日（月・祝）　　 　

①  9：30～10：30 
②11：00～12：00 
③13：15～14：15 
④14：30～15：30
⑤15：45～16：45

一般体験学習

公園散歩（60分、50円）竹の紙鉄砲（30分、150円）木のバッチ（150円、
30分）紙とんぼ（30分、100円）スライム作り（20分、50円、ラメ入り、
100円）ふしぎな色コマ（30分、150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、400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）竹の万華鏡（60分、200円）

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、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、かざぐるま、竹とんぼ、ウグイス笛、木の人形

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 参加費

13日（土） 9：30～12：30 春来たり！
山野草てんぷら会

自然観察ゲームをしながら眺望のよい丘までハイキング。遊歩道で山野草をつみ
後でてんぷらにして食べてみよう！雨天中止
・対象：子どもから大人まで（小学生以下は保護者同伴）
・募集人数：30名・申込：3月28日（木）～ 4月7日（日）（先着順）
・持参品：雨具、弁当、水筒、皿、ハシ、タオル、ビニール袋、軍手、参加費

大 人
300円
子ども
200円

28日（日）

午前の部
9：30～11：00

午後の部
13：15～14：45

タケノコ掘りデー

手引ヶ丘公園内の竹林でタケノコ掘りを体験しよう！
※天候及び生育状況により中止する場合もあります。
・対象：子どもから大人まで（小学生以下は保護者同伴）
・募集人数：各8家族（先着順）
・申込：4月18日（木）～ 25日（木）
・持参品：丈夫な袋、軍手、長靴、水筒、タオル、参加費

100円

風の子楽習館の催し（4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 ： 10：00～17：30

おたずね／出雲科学館☎25－1500

「出雲少年少女発明クラブ」
テーマに合わせた工作や自分が自由な発想で発
明したものなど、1年をとおして様々なものづく
りに挑戦します。自分のアイデアを形にするお
もしろさを体感しましょう。
※活動の様子はホームページをご覧ください。

◆対　　象：新年度の学年が小学4年生～
　　　　　　中学3年生
　　　　　　平成25年4月～ 26年3月まで
　　　　　　継続して参加できる人
◆活動日時：原則毎月第3、第4土曜日の
　　　　　　10:15 ～ 12:15
◆年  会  費：3,000円／人
◆定　　員：25人
◆申込方法：下記の応募方法をご覧ください。
◆応募締切：4月9日(火)
◆開 講 式：4月20日(土)

「子ども天文クラブ」
1人1台の天体望遠鏡を使って、季節の星空を観察します。
望遠鏡の使い方から星の見つけ方まで、天体に詳しい「出
雲天文同好会」のみなさんにも指導していただきます。
神秘的で美しい宇宙の姿を一緒に見ましょう。
※活動の様子はホームページをご覧ください。
◆対　　象：新年度の学年が小学4年生～中学3年生 
　　　　　　継続して参加ができる人
　　　　　　※夜間の活動のため、保護者同伴となります。
◆活動日時：①5/18、②6/15、③7/20、④8/10、
　　　　　　⑤9/7、⑥10/12、⑦11/9
　　　　　　全7回(いずれも土曜日の開催です)　
　　　　　　18:00 ～ 21:00　　　　　　
◆参 加 費：3,000円/人
◆定　　員：18人
◆応募方法：下記の応募方法を覧ください。
◆応募締切：4月23日(火)
◆第1回活動日：５月18日(土)
◆協　　力：出雲天文同好会

平成25年度 クラブ員募集
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斐川環境学習センター
（アース館）（4月）

〒699－0612
斐川町出西1943　☎ 72－5242

【休館日】毎週月曜日・木曜日
※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日前までにご連絡ください。
　定員になり次第締め切らせていただきます。

開催日 開催時間 教室名 内　　容 持参する物 材料代 参加費

  6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 糸代100円 100円

  8日（月）
22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 200円 材料代に含む

14日（日） 14：00～16：00 自然と親しむ
押し花教室

押し花をしながら季節の花に親し
みましょう。 新聞紙・カッター・はさみ 初回2,500円

毎回1,200円 材料代に含む

17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1,700円 材料代に含む

27日（土） 13：00～16：30 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・はさみ 300円 材料代に含む

 ３日（水）
10日（水）
17日（水）
24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・お茶・タオル 無料 100円

21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 材料代に含む

19日（金）   9：30～11：30 エコ　トールペイント
教室

ジャムや海苔などの容器にちょっ
と絵を描くだけでとっても素敵な
入れ物になります。（定員20名）

ジャムや海苔などの空き容器
（ひとり２個まで） 700円 材料代に含む

17日（水）   9：30～12：00 大人の木工教室

廃材を使って棚などを作りましょ
う！（定員10名）
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。

軍手・汚れても良い服装で 1,900円 材料代に含む

『たけのこ掘り隊』～里山を保全しよう～ ★日時：４月27日（土）9：30～13：00　（昼食あり：おいしい筍ご飯をいただきます）
★参加者：小学生以上　　　☆定員：25名
★集合場所：斐川環境学習センター　　　　　
★持参：軍手・ビニール袋・スコップ・鍬　　※汚れても良い服装で！
★参加費：大人 500円、こども300円
共催：島根自然保護協会

今年は筍がたくさんはえるといいですね。 
自然が相手ですので、筍が少ない場合はご了承ください。

アクティーひかわ（4月） 〒699－0624
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

5日・12日・19日・26日（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 楽しい踊りで、身体と頭の体操をみなさんと一
緒にしてみませんか？ 1,500円/月

6日・13日・27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
11日・25日（木） 19：00～20：30

12日（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 身近な春を探して、絵手紙に描いてみませんか？ 600円（材料費別途）

13日・27日（土）  9：30～11：30 中国語教室 中国語の発音や文法を勉強して、日常会話を話
してみませんか？ 8,000円/6ヶ月

20日（土） 14：00～16：00 フラワーアレンジメント教室 うるおいと安らぎを与えてくれる花々をステキ
な作品に仕上げてみませんか？ 600円（材料費別途）

浜遊自然館の催し（4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）
※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

13日（土）  9：30～ ハーブでリフレッシュ 簡単ハーブ料理  一般  600円  15人 

14日（日）  9：30～ 米袋で楽しい手さげ袋を作ろう 米袋で手さげ袋をつくる  一般・子ども 400円  20人 

20日（土）  9：00～ 第１回
古布で作る「布ぞうり」を作ろう 

古布でつくる足元華やか履きごこちのよい布ぞ
うり作り  一般 200円  10人 

27日（土）10：00～ 春の寄せ植え ゴールデンウィーク幕開けは、春爛漫の寄せ植
えからスタート！  一般・子ども  1,500円  20人 

28日（日）  9：00～ 第２回
古布で作る「布ぞうり」を作ろう 

古布でつくる足元華やか履きごこちのよい布ぞ
うり作り 

 1 回目に
参加した人  無料  10人 
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（財）自治総合センターでは、宝くじの普及広報事業受託収入を財源として、
地域で行われるコミュニティ活動の助成事業を進めています

　子育てなどをしながらお仕事探しをしておられる方に対し
て、キッズコーナーなどを設けてお子様連れでも相談しやす
い環境のもと、次のようなサービスを提供しています。
　・予約制、担当者制による職業相談
　・仕事と子育てが両立しやすい求人情報の提供
　なお、マザーズコーナーでは雇用保険関係業務の取り扱い
は行っておりませんのでご了承ください。

ハローワーク出雲 （出雲市駅北口 パルメイト出雲2階）

9:00～17:00 （土・日・祝日及び年末年始を除く平日）

☎24-8044
（オープン前はハローワーク出雲 ☎21-8609）

マザーズコーナー

○吉原町内会／集会所建設

少数民族の世界、中国雲南省には日本の弥生時代かとも思える風景がある。
日々、田畑を耕し、収穫の祭りで見せる表情はどことなく日本人に似ている。
はにかんだ笑顔は、まるで近所の子どもたちのような…。

　　　　　　　　　　　かつての日本が、ここにある。

4/1（月）
新規オープン

会　期：
会　期：
内　容：

入場料：

４月24日(水)～5月26日(日) ※毎週火曜日休室
荒神谷博物館 企画展示室

一般 200 円、高大生 100 円、小中学生 50 円

演題：『石神信仰と風土記の社』　講師：平野芳英(荒神谷博物館 副館長) 
資料代300円、申込不要

講師：藤岡大拙・平野芳英　資料代300円、申込不要

斐川町出身の写真家、植田英夫氏が中国雲南省で
10 年間にわたって撮りためた写真から約 40 点
を厳選し展示。

平成24年度
コミュニティ

助成事業
実施結果

おたずね／自治振興課
　　　　　☎21－6619

平成24年度の助成事業として、
採択を受けた４団体のうち次の１
団体が事業を完了されました。

コミュニティセンター助成事業

開庁時間

おたずね

出雲の石神信仰遺跡探訪バスツアー

■定期講演会／第92回 ４月20日(土) 13：30～15：00

■風土記談義／4月21日(日)10：00

荒神谷博物館では、昨年5月から、出雲の石神信
仰遺跡についての調査を行っています。この度、
それらの遺跡を巡るバスツアーを計画中です。
予定日：4月下旬、5月上旬、5月下旬　計3回
探訪範囲：出雲地方(安来、松江、雲南)
※申込方法、コース内容、参加費等の詳しい内容はホー

ムページ (4/1 から掲載 ) をご覧いただくか、電話
でおたずねください。

※展示替に伴う休室日
　4/22（月）、 5/27（月）

開催のお知らせ(予告)

パルメイト出雲

ローソン

植田英夫写真展 『雲南鄙
ひな

街道』
～弥生文化の面影を伝える人々～

〒699-0503　出雲市斐川町神庭873-8
☎ 72－9044　FAX 72－7695
http://www.kojindani.jp

荒神谷博物館情報


