
市内各所で行われているスポーツ教室などを紹介します。
参加していい汗を流してみませんか。

いずものいずものスポーツ情報スポーツ情報

教　　室　　名 開催日・時間 場　　所 参加資格 参加費 申し込み・おたずね

カヌー

親子カヌー教室 ５月４日（土）
10：15～12：00

宍道湖公園
（湖遊館横）

小学以上の子どもと
その保護者
定員７組程度
申込締切５月３日（金）

中学生以下
300円
高校生以上
520円

湖遊館
☎ 62－5600

カヌー体験教室
５月６日（月）
10:30～11:30
15:30～16：30

宍道湖公園
（湖遊館横）

小学３年生以上
（親子での受講可）
各回20名程度
申込締切５月５日（日）

中学生以下
150円／回
高校生以上
260円／回

カヌースクール
（３回コース）

５月26日（日）
６月２日（日）
６月９日（日）
いずれも
10：15～12：00

宍道湖公園
（湖遊館横）

小学３年生以上
（親子での受講可）
各回20名程度
申込締切
５月25日（土）

中学生以下
300円／回
高校生以上
520円／回

ヨット ヨット体験教室

５月６日（月）
５月26日（日）
いずれも
13：30～14：30

宍道湖公園
（湖遊館横）

小学４年生以上
（親子での受講可）
各回10名程度
申込締切５月５日（日）

中学生以下
150円／回
高校生以上
260円／回

陸上競技 平田陸上競技教室

５月～３月　
※月２回程度
9：00～11：00

（予定）

平田スポーツ公園
陸上競技場 出雲市在住の小学生 年額4,800円

（傷害保険料込み）

平田スポーツ公園
☎ 62－1011

陸上競技
野球

ダンス
体操

アイス
スケート

キッズスポーツ教室

５月～３月
（８月はお休み）
毎週水曜日
15:15～16:15
※体操は
15：15～16：45

平田スポーツ公園
平田体育館
平田愛宕山野球場
湖遊館

３歳～５歳児
定員30名
申込随時受付

年額
10,800円

（傷害保険料込）

体操

出雲ジュニア
体操教室

体操
競技 ①６月23日（日）

～９月16日（月）
9：00～11：30
②10月26日（土）
～２月22日（土）
13：30～16：00
年間17回

浜山公園カミアリーナ
出雲体育館

小学１～６年生女子
申込締切６月中旬

年額18,000円
（傷害保険料込み）

カミアリーナ・出雲体
育館に設置の要項によ
り申し込み（郵送）
体操連盟
高木さん
☎ 22－4014
青木さん（夜間）
☎ 28－1696

新体操
小学１年生
～中学３年生女子
申込締切６月中旬

出雲ジュニア
体操クラブ

４月～３月
土曜・日曜・祝日 大社高校体育館他 小学２年生～

中学３年生男子 3,000円／月
出雲ジュニア体操クラブ
内藤さん（体操連盟）
☎ 080－5230－5465

運動神経発達教室 毎週月・火曜日　
16：00～18：00

出雲体育館
サン･アビリティーズいずも

エンジョイコース：
３歳～５歳
スキルアップコース：
６歳～12歳

3,500円／月
出雲市体操連盟
青木さん
☎ 090－7973－6078

バレー
ボール

出雲ジュニア
バレーボール教室

４月６日（土）
～３月30日（日）
毎週土・日曜日　
16：00～18：30

高浜小学校体育館
小学３～６年生
男子・女子

（無料体験入学あり）

8,000円
（傷害保険料込み）出雲市バレーボール連盟

米山さん
☎ 090－7132－7503
　　出雲バレーボール

スクール
男子の部

４月６日（土）
～３月29日（土）
月２回土曜日　
17：00～19：00

出雲南中学校体育館
（予定）

小・中・高校生男子
（無料体験入学あり）

3,000円
（傷害保険料込み）

【スポーツ教室 受講者募集】
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市内各所で行われているスポーツ教室などを紹介します。
参加していい汗を流してみませんか。

いずものいずものスポーツ情報スポーツ情報

【大会参加者募集】
大　会　名 開催日時 場　　所 参加資格／参加費 申込期限 申し込み・おたずね

第15回新日本泥田バレー
ボール大会

８月18日（日）
8：00～15：30

平田スポーツ公園
東田んぼ

中学生以上
　　６人／チーム
男女混合可
参加費１チーム
10,000円

未定
※７月初旬に
　決定

新日本泥田バレー
ボール大会
実行委員会事務局
☎ 62－1011

第35回
一畑薬師マラソン大会

10月27日（日）
９：00～13：00 一畑薬師山上

●マラソンの部
満16歳以上

（高校生含む）
参加費　
　一般　　3,500円
　高校生　2,000円

７月下旬～
９月10日（火）
　

一畑薬師マラソン大会
実行委員会事務局
☎ 63－3699

●ウォーキングの部
小学生以上
申込順：500名
参加費　1,000円

第21回出雲市ラージボール
卓球大会

12月１日（日）
8：00～16：00 出雲体育館

市内に在住または勤務
する社会人
参加費　
団体2,500円／チーム
個人  700円／人
混合ダブルス
1,500円／人

10月7日（月）～
11月20日（水）

出雲市ラージボール
卓球協会
石原さん
☎ 22－6856

出雲ドームdeスポーツ＆
健康フェスティバル2013

４月28日（日）
10：00～15：00

（予定）
出雲ドーム

対象者：どなたでも
参加費：来場無料
※一部有料コーナー有

自由参加

NPO法人
出雲スポーツ振興21
出雲健康公園グループ
☎ 25－1006

【スポーツ施設案内】
施　設　名 内　　　容 料　　　金 お　た　ず　ね

湖遊館

５月６日（月）まで開館
営業時間10：00～19：00
毎週火曜日は休館

中学生以下　 1,000円
高校・大学生  1,200円
一般　　　　 1,500円
貸靴料　　　　 400円

湖遊館
☎ 62－5600

５月６日（月）10：00～17：00
利用者感謝デーを開催

滑走料金無料
※貸靴代400円が必要

教　　室　　名 開催日・時間 場　　所 参加資格 参加費 申し込み・おたずね

柔道

出雲柔道教室

週３回（火・木・土）
火曜日18：00～19：30
木曜日18：30～20：00

（初心者除く）
土曜日9：30～11：30

サン･アビリティーズいずも 幼稚園・小学生男女
土曜日受講は随時受付

1,500円/月
（運営費として）

新宮さん
☎ 22ー6060

平田少年柔道教室 週３回（火・木・日） 平田中学校 小学生男女 12,000円/年 山崎さん
☎ 63ー1163

精華柔道教室
週２回（水・日）
水曜日19：00～20：30
日曜日9：00～10：30

精華柔道館
（多伎町）

幼・保園児・小中学生
男女
申込随時受付

2,000円/月
（傷害保険料込み）

石飛さん
☎ 86ー2076

卓球 出雲市ジュニア
卓球教室

毎週土曜日
20：00～22：00

出雲体育館
サン･アビリティーズいずも

出雲市内の小学生・
中学生
申込随時受付

月額1,000円
（傷害保険料込み）

出雲市卓球協会
山崎さん
☎ 090－2866－6043
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	〒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】5月20日(月)

出雲科学館の催し（5月）

5月11日(土)～6月9日(日)

5月３日（金･祝）～６日（月・振替休日）　
開催時間 10:00～16:00

開催日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 所要時間 参加人数など

11日(土) 
12日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

八角形のカラコロシロホンを
つくろう

シロホンとは木琴のこと。普通の木琴とちがって、
ぐるっと八角形に木がならんでいます。その中に
ビー玉をいれてまわすと、カラコロすてきな音がな
るよ。木の長さをかえると、シロホンの音はどんな
ふうにかわるかな？

70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

18日(土) 
19日(日) 
25日(土) 
26日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

きれいに咲かそう！
ロウソクの花

とかしたロウソクを水にたらすと、お花の形に？き
れいなお花を咲かせるにはどうすればよいか、実験
をして考えましょう。できたロウソクの花で、メッ
セージカードを作ってプレゼントしてみませんか？

40分

各回先着24人
小学1年生以下は

1人につき
保護者1人同伴

25日(土)
19:30～20:30

※19:30～19:40
解説を行います。

天体観望会
春の星座と土星をみよう

しし座やおとめ座など春の星座を見つけたり、天体
望遠鏡で土星を観察したりしましょう。そしてこの
日は満月。満月を楽しみながらいろいろな星を見て
みましょう。
※協力：出雲天文同好会
※雨天の場合はプラネタリウムを上映します。
※観測場所 : 科学館駐車場

60分
中学生以下
保護者同伴

時間内自由出入り

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

実験ものづくりブースのほか、科学の不思議とおもしろさを自由
に体験できるコーナーを用意して皆さんをお待ちしています。
※ブースによって開催時間が異なります。詳しくは出雲科学館へ
　お問い合わせください。

おもちゃの病院パネル展 S
サトレップス

ATREPS写真展
Wonderful  World〜地球のために、未来のために〜

GW サイエンスフェスティバル

5月18日(土)
･25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。

ブースの紹介
・不思議 !? いろいろ体験ゾーン
・水鉄砲をつくろう
・ビー玉針金くるくる
・カンナくずで木のシールを
　つくろう
・太陽を見よう
・木のおもちゃひろば
・プラネタリウム

地球規模のさまざまな課題に科学技術で挑戦するSATREPS
（サトレップス）の研究プロジェクトを、研究員が撮影した
写真を通じて紹介します。　提供：全国科学館連携協議会

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

19日（日） 10:15～12:15 久徴園植物観察ツアー
〜美しく咲き競う花 その意味は…〜

講師：松井義己さん
出雲高校にある久徴園とその周辺（平田植
物園）を歩きながら植物を観察します。5
月の久徴園は、新緑の中にたくさんの「花」
を見ることができます。美しく咲き競う花、
その花の意味は何でしょうか。

中学生～大人 5月9日(木) 200円

21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。 
※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
5月9日(木)

工作室
400円
木工室
500円

22日(水) 
26日(日)

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・初級編

木工初心者の方を対象とした木工教室で
す。自分の作りたいものを自由に作ってい
きます。材料は各自ご用意ください。
※使用できる道具・部屋に制限があります。
詳しくは出雲科学館へお問い合わせください。
※応募の際、希望の日時・部屋を第 3 希望
まで明記してください。

工作室6人
木工室各2人

初心者もしくは
木工創作教室
参加日数が

20日以内の大人
各日10人

5月10日(金)

工作室
400円
木工室
500円

	受付時間	10:30～11:45

参加費無料イベント

自由出入

整理券

整理券

ものづくり

観　察

木　工

木　工

観　察

木　工
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開催日程
（前期：6～10月）

		6／8、9、29、30
		7／6、7
		9／21、23、28
10／5、6、12、13、14

開催時間
①10:30～②14:00～

のどちらか
1～2時間程度

なるほど！教室の応募方法

地域団体かがく教室　参加団体募集

※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。

クラス会や子ども会などの、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　「べっこうあめ」「雪だるまキャンドル」「偏光板ステンドグラス」など、８種類のメニュー

の中から1種類
○参加費　100～300円（教室内容により異なります。）
○応募方法　参加希望日・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受け取りくだ
さい。（科学館ホームページからもダウンロードできます。）

○応募締切　5月24日（金）
○その他：今回は前期の募集です。後期に関しては9月頃にご案内します。
・希望日が重なった場合は抽選のうえ決定します。

＜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 】

6日（月・振）
11日（土）・12日（日）
18日（土）・19日（日）
 25日（土）・26日（日）

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 
（新メニュー登場）

公園散歩（60分、50円）竹の紙鉄砲（30分、150円）竹の万華鏡（60分、200円）
竹笛コプター（30分、250円）、竹のこいのぼり（30分、350円）

木のバッチ（150円、30分）紙とんぼ（30分、100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、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（30分、350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

3日（金・祝）・
4日（土・祝）・
5日（日・祝） 　 

10：00～16：00               春の手引ヶ丘公園祭り

5月の連休は家族で手引ヶ丘公園へ出かけよう！ふだんできない特別バージョン
の体験学習やフワフワドーム、的当てルーレット、スーパーボールすくい、ミニ
ＳＬ乗車体験、消防車放水体験(3日のみ)、など、とっても楽しいイベントが盛り
だくさん！
・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

6月22日（土）
予備日

①6月23日（日）
予備日

②６月29日（土）

  6：00～10：30 地引網を
体験してみよう！

団体申込受付
・対象：小学生～大人（小学生は保護者同伴）
・募集人数：団体は50名以内。先着順
・団体申込期間：５月９日（木）～ 6月５日（水）
・一般の受付は6月６日（木）より

小･中学生 
1,000円

大人 
1,200円

風の子楽習館の催し（5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

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

  25日(土)
・26日(日)

①10:30～12:30
②14:30～16:30

L ☆ S　炎の教室 
「いざ」というときに役立つ ! 

空き缶でコンロをつくろう

火がよく燃える構造や、燃料の入れ方を
研究して、空き缶でコンロを作ります。
作ったコンロで卵をゆでてゆでたまご
もおいしく食べよう！

関連単元:物の燃え方と空気（小6）、
物質の姿と状態変化（中1）、物質
の変化（中2）

※応募の際、希望日時を第3希望まで明
記してください。

小学6年生～
中学3年生 
各回8人 

（小学生未満
　入室禁止）　

5月13日(月) 無料
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斐川環境学習センター
（アース館）（5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

  5日（日・祝）   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

13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 200円 材料代に含む

12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

15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

25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

  1日・ 8日・15日・
22日・29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

19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

17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。ほかに小物入れも。（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

21日（火）   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

米袋エコバッグ
米袋を使って、軽くて丈夫なエコバッグを作りましょう！
　日時：５月11日（土）　13：30 ～ 16：30　  場所：斐川環境学習センター
　講師：出雲市ゴミ減量化スタッフ　　　　　　持参：なるべく新しい米袋（30㎏用）・50cmものさし・紙切りハサミ
　参加費・材料代：200円

野の花談義
　“春の路傍の　　　　　 

   　花々を 調べましょう。”

春、咲き誇る道端のなんとなく見ている花々について、名前を調べ、植物もその特徴を調べると
いくつかに区分けすることができることを知りましょう。
　日時：５月11日（土）　10：00 ～ 12：00　　場所：斐川環境学習センターとその周辺
　講師：自然観察指導員　青木充之 氏　　　　　参加費・資料代：200円

芋 塾
『芋苗の植え付け・栽培』

【定員40名】申込必須！

　日時：５月26日（日）13：30 ～ 15：30　　　いものスィーツを食べましょう！
　場所：斐川環境学習センター　２階　第２実習室
　講師：年中無休のサツマイモ研究家　福田　豊　氏
　材料代：500円

アクティーひかわ（5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

10日・17日・24日・31日（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 爽やかな季節 !! 楽しいリズムで、身体をリフレッシュ
してみませんか？ 1,500円/月

11日・25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
  9日・23日（木） 19：00～20：30

10日（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 綺麗に咲いているお花達を、絵手紙に描いてみませ
んか？ 600円（材料費別途）

11日・25日（土）  9：30～11：30 中国語教室 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

18日（土） 14：00～16：00 フラワーアレンジメント教室 年間を通して継続的に色々なアレンジメントを習う
教室です。 600円（材料費別途）

浜遊自然館の催し（5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

  6日（月・振）13:30～ 浜遊で畑を耕そう 野菜作りを学んで、収穫の楽しみを味わう  一般  実費  10名 

12日（日）  9：30～ レカンフラワー ボトルにドライフラワーを飾る  一般・子ども  1,200円  15名 

17日（金）20：00～ 春の星座観察会 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 

18日（土）  9：30～ 浜遊の緑をいけよう 浜遊の森周辺の草木を観察し、春をいける  一般  1,000円  15名 

25日（土）9：00～14：30 環境にやさしい紙バンド手芸 ワンハンドルのかごを作る  一般・子ども  1,000円  15名 

26日（日）  9：30～ 水生のいきもの観察会 親水池のめだかやザリガニなどのいきものを観察
する  子ども  無料  20名 
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受講者
募集中!

出雲市生涯学習講座出雲市生涯学習講座
学びは豊かな人生の第一歩 !! あなたの好奇心を応援します☆

たくさんの皆さんの参加をお待ちしています。

応募先・おたずね 
市民活動支援課　
☎ 2１-６５２８  FAX  2１-６７３０
メール ： gakushu@city.izumo.shimane.jp

応募方法：電話、ファクス、電子メールのいずれか　※電子メールの件名は「出雲市生涯学習講座申込」としてください。
必要事項：1. 講座名　2. 郵便番号　3. 住所　4. 氏名(ふりがな)　5. 年齢　6. 電話番号（できれば携帯番号も）
　　　　　7. 託児の希望（「サツマイモ・ダイコンを育てよう」講座のみ。無料。）
応募締切：平成25年5月13日（月）
　　　　　※定員に達しない場合は延長し、定員になり次第締め切ります。
　　　　　　なお、「感染症と生活環境」講座の延長時の締切は6月28日（金）です。
決定通知：締切の翌々日に発送します。
　　　　　※「サツマイモ・ダイコンを育てよう」講座は定員を超えた場合は、抽選になります。 
　　　　　※「糖尿病教室」講座、「感染症と生活環境」講座の受講決定は先着順です。なお、決定通知は島根大学から発送されます。
　　　　　　〈「感染症と生活環境」講座は講座開始の約2週間前に発送します。〉

■◆■ 次回の講座受講者募集は広報いずも6月号（5月20日発行）に掲載予定です ■◆■

講
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《全6回》
サツマイモ・ダイコンを育てよう

サツマイモとダイコンの栽培について学びます。苗の植付
けや播種だけでなく収穫までの管理について作業をしなが
ら体験します。それぞれ数品種を栽培し、品種による生育
や食味の違いについても体験します。

【講　師：島根大学生物資源科学部　助教　門脇 正行 ・ 島根大学生物資源科学部　技術専門職員　安田　登】
【会　場：①～④、⑥島根大学生物資源科学部　神西砂丘農場　⑤神西コミュニティセンター(第5回のみ)】
【時　間：10時00分～12時00分】
【対　象：農業初心者】

【定　員：25名】
【受講料：1,000円
　※保険料、資料代、材料費として】

【島根大学共催講座（島根大学公開講座）】農 業

《全3回》
誰でも参加できる 糖尿病教室

 【島根大学公開講座】
【会場：島根大学医学部附属病院
　　　　外来・中央診療棟3階　共通カンファレンス室】
【時間：15時30分～16時30分】

糖尿病に関する内容についての
講義、質問形式での勉強会です。
同時に無料血糖測定会も開催し
ます。
【定　員：10名】
【受講無料】

医 療

《全3回》
「健康と環境」感染症と生活環境
    －感染症入門　身のまわりの感染症－

【島根大学公開講座】
【会場：島根大学医学部図書館３階　視聴覚室】
【時間：14時00分～15時30分】

この公開講座では、現在、身近
に存在し問題となっている感染
症について、病原微生物の性
質、感染成立のプロセス、予防
などを含めて解説します。
【定員：20名】【受講無料】

医療環境

回 開催日 講座内容 会場
①   5月31日(金) サツマイモの苗の植え付け 島根大学 

神西砂丘農場
（㈱ダイハツメタル
  出雲工場向かい）

②   7月  5日(金) サツマイモの植え付け後の管理
③   9月  6日(金) ダイコンの播種
④   9月27日(金) ダイコンの間引き、サツマイモ収穫
⑤ 11月15日(金) サツマイモの食味体験 神西コミュニティセンター
⑥ 11月22日(金) ダイコンの収穫、食味体験 神西砂丘農場

回 開催日 講座内容 講　師

① 5月20日(月)

行列のできる糖尿病の基礎講座
「糖尿病と健康寿命」

医学部附属病院内分泌代謝内科医師
　山口　徹

インスリンのなぜ？  どうして？ 医学部附属病院薬学部薬剤師　　
　梶谷　育代

② 7月22日(月)

暑さに負けない上手なミネラル・
水分活用

医学部附属病院栄養治療室栄養士　
　平井　順子

あなたの口はお元気ですか？ 医学部附属病院看護部看護師　　
　佐仲みどり

③ 9月  9日(月)

食欲の秋の傾向と対策　
～いも、柿、くりのおいしい季節～

医学部附属病院内分泌代謝内科医師
　仲田　典子・野津　雅和

秋だから　体を動かしてみませんか？ 医学部附属病院理学療法室理学療法士
　伊藤　郁子

回 開催日 講座内容 講　師

① 7月  6日(土) 感染症の症状　―発熱を中心に― 医学部　微生物・免疫学講座准教授　
　佐野　千晶

② 7月13日(土) 食中毒のアウトブレイクとその対処法 医学部　微生物・免疫学講座講師
　多田納　豊

③ 7月20日(土) 旅先で注意すべき感染症 医学部　微生物・免疫学講座助教　
　金廣　優一
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