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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】7月16日(火)

出雲科学館の催し（7月）

7月14日（日）、15日（月・祝） 7月27日（土）、28日（日）

8月10日（土）、11日（日）、12日（月） 8月17日（土）、18日（日）

開催日 教　室　名 開催時間等 同伴条件等

13(土)～15(月・祝) 　　　　　　　　　  八角形のカラコロシロホンをつくろう ①10:15～ ②13:30～ ③15:50～
各回先着16人

小学3年生以下1人に
つき保護者1人同伴

20(土)～26(金) 　　　　　　　　　  けずってつくろう☆小石のストラップ 受付時間
①10:00～12:00 ②13:30～16:30

小学2年生以下1人に
つき保護者1人同伴

20(土)～23(火) 　　　　　　　　　  シャボン膜
まく

いろいろ実験 ①10:30～ ②13:30～ ③15:30～
各回先着30人

小学2年生以下は
保護者同伴

24(水) ～ 26(金)
8/1（木） ・ 2（金） 　　　　　　　　　  アイスクリームスプーンをつくろう ①10:30 ～ ②13:30 ～ ③15:15 ～

各回先着16人
小学3年生以下1人に
つき保護者1人同伴

27（土）～8/1（木） 　　　　　　　　　  磁石の力でクルクル ?! ゆらゆら ?!
　　　　　　　　　  ふしぎな振り子

受付時間
①10:00 ～ 12:00 ②13:30 ～ 16:30

小学生未満保護者同伴

29(月) ～ 31(水) 　　　　　　　　　  なぜうごく !? ポンポン船 ①10:30 ～ ②13:30 ～ ③15:20 ～
各回先着24人

小学3年生以下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

内容など詳しくは、出雲科学館へおたずねください。また、先着順の教室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整理券を受付で配付します。1 人 2 枚まで、代理人受け取り可能です。（保
護者同伴が必要な方は代理人にはなれません） 

なるほど！教室の応募方法 ※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人に満たないときは、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

おたずね／出雲科学館☎25－1500

メイド喫茶「サイエンス」。かわいいメイド
が不思議なメニューでお客様をおもてなし！

① 11:30 〜 ② 13:30 〜 ③ 15:00 〜

① 10:40 〜 ② 11:40 〜 ③ 13:40 〜
④ 14:40 〜 ⑤ 16:40 〜

① 11:00 〜 ② 13:30 〜 ③ 15:00 〜

① 11:30 〜 ② 14:15 〜
③ 15:30 〜

カードマジックのしかけのなぞ解きを楽しもう！

時間替わりで３つの実験ショー！
風丸忍者が風の秘密を楽しい
実験をとおして教えます。

おもしろ！ビックリ!サイエンスショー

「メイド喫茶で科学する」
(メイド科学者、ひよこちゃん!!)

科学マジックの
謎解きを楽しもう！
～算数／数学・図形マジックに挑戦～

真夏のいろいろ
サイエンスショー

風を操る風丸忍者

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

13日(土)
14日(日)

①10:15～11:55
②14:00～15:40 電気工作に挑戦！

ミニ扇風機をつくろう

回路や電子部品のことを調べながら、小さ
な卓上扇風機を作ります。※応募の際、希
望日時を第 3 希望まで明記してください。

各回12人
小学4年生～
中学3年生

7月3日（水） 材料費
500円

17日（水）

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
7月5日(金)

工作室
400円
木工室
500円

参加費無料イベント

第1弾 第2弾

第3弾 第4弾

※どなたでも観覧できます
※各回先着100人

整理券

自由出入

整理券

整理券

自由出入

整理券

木　工

ものづくり

実　験

木　工

ものづくり

ものづくり

木　工

ものづくり
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開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 募集人数 ( 対象 ) 申込期間 参加費

20日（土） 19：30～22：00
夜遊び探検隊③
昆虫の羽化を
観察しよう！

夜の手引ヶ丘公園を散策しながら羽化しそうな
セミなどを探して観察してみよう！雨天中止

・子どもと保護者
・10組（先着順)

7月4日(木) ～
7月10日(水)まで

100円
／人

25日(木)
26日(金)
27日(土)

集合1日目  9：30
解散3日目12：00        風の子キャンプ

みんなで協力して3日間のキャンプに挑戦！！
なんでも自分達で作っちゃおう！テントに泊ま
り、海で食料調達。ワクワクドキドキの3日間。

・小学4年生～中学生
・20名（先着順）

7月11日(木) ～
7月18日(木)まで 5,000円

風の子楽習館の催し（7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

浜遊自然館の催し（7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

  7日（日） 9：30～ 牛乳パックでかわいいカゴを作ろう  牛乳パックを使ってカゴを作る（4 パック使用）  一般・子ども  400円  20名 

13日（土）9:30～ 植物観察会  着生植物を探してみよう  一般・子ども  無料  20名 

27日（土）9:30～ 美しい貝殻でペンダントと
ビーズでブレスレットを作ろう 

 美しい貝殻を使ってペンダントとビーズでブレス
レットを作る  一般・子ども  700円  20名 

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

6日(土)・  7日(日)
13日(土)・14日(日)

15日(月・祝)
20日(土)・21日(日)

28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
スライム（20分、50円、ラメ入り、100円）桜の小枝ストラップ（30分～、150円
～）カッコウフクロウ笛（20分～、400円）アニマルカスタネット（30分、350円）
どんぐり人形（60分、150円～）などその他にもたくさんの体験学習ができます。

夏休み期間中の
木曜日と金曜日

(25日・26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
等は、電話でご確認のうえ、予約ください。

斐川環境学習センター
（アース館）（7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。
　定員になりしだい締め切ります。

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

 ６日（土）   9：30～11：30 裂き織り体験 200円

 ８日（月）
22日（月） 13：30～16：30 エコ・ペーパー

クラフト教室 200円

 ７日（日） 13：00～15：00 自然と親しむ
押し花教室

初回2,500円
毎回1,200円

17日（水） 13：30～15：30 野の花教室 毎回1,700円

27日（土） 13：30～16：30 布ぞうり作り教室 300円

(7/3は休み）
10日（水）・17日（水）
24日（水）・31日（水）

  9：00～10：00 リサイクル体操 100円

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

21日（日） 13：00～16：00 エココンロ作り教室 6,000円

21日（日） 10：00～12:00 パステルアート教室 1,000円

19日（金）   9：30～11：30 エコ　
トールペイント教室    700円

16日（火）   9：30～12：00 大人の木工教室 1,900円

 ６日（土） 10：00～12:00 野の花談義    200円

14日（日）
10：00～16：00

（13：30～15：30）
（10：00～）（13：00～）

アース館まつり
家庭で使える電気を作ろう
陶器の絵付け体験教室

12,000円
  1,000円

アクティーひかわ（7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 初夏の爽やかな季節。
フォークダンスで楽しく汗を流してみませんか？ 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 7 月の草花をじっくり観察して、お友達に暑中見舞
いを出してみましょう。 600円（材料費別途）

20日（土） 14：00～16：00 フラワーアレンジメント教室 フラワーアレンジのノウハウを継続的に習う教室で
す。7 月は大かごのアレンジメントです。 600円（材料費別途）
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おはなしさんぽまつり

開館時間延長のお知らせ たなばた会

リサイクル市

ワクワク湖陵図書館まつり

夏のおはなし会

おはなしのとびら夏休みスペシャル

おはなしの時間星空スペシャル

おはなし玉手箱

えいごDEえほんといっしょ
で

夏の夜のおはなし会

英語で楽しむ絵本の世界

リサイクル市

夏は図書館に行こう！

ボランティア「おはなしさんぽ」による、おは
なし会。
◇と　き／７月27日（土）
　　　　　13時30分～14時30分

７月20日（土）から９月１日（日）までの間、午前
９時から開館します。（閉館時間は午後７時です）

ボランティア「図ボラ」による、おはなし会。
◇と　き／７月７日（日）　14時～15時
◇ところ／平田学習館　◇対　象／小学生以下

図書館で不用になった雑誌や図書を無料で提供
します。
◇と　き／７月21日（日）～７月28日（日）

◇と　き／８月６日（火）　
《１部》ボランティア「おはなしパンやさん」
　　　  による、ストーリーテリング。　
◇時　間／ 14 時～ 15 時
◇対　象／幼児・低学年（申込不要）

《２部》あつまれ！図書館探偵団
◇時　間／ 15 時～ 16 時
◇対　象／高学年（定員 20 名）
◇要申込（湖陵図書館まで）

ボランティア「おはなしだんだん」による、お
はなし会。
◇と　き／７月20日（土）
　　　　　10時30分～11時30分
◇ところ／大社文化プレイス　
◇対象／４歳～　

ボランティア「きらりんこ」による、おはなし会。
◇と　き／８月17日（土）　19時30分～20時30分
◇対　象／幼児・児童（夜間のため要保護者同伴）
◇定　員／ 50名、要申込（海辺の多伎図書館まで）

ボランティア「こりょうブックフレンド」によ
る、おはなし会。
◇と　き／８月31日（土）　19時～20時
◇対　象／幼児・児童（夜間のため要保護者同伴）

ボランティア「でんでんむしボランティア」に
よる、おはなし会。
◇と　き／８月３日（土）
　　　　　10時30分～11時30分
◇ところ／大社文化プレイス　
◇対　象／乳幼児、児童

国際交流員による英語のおはなし会。
◇と　き／７月25日（木）　16時～16時30分
◇対　象／幼児・児童（定員 15 名）

ボランティア「おはなしパンやさん」による、
ストーリーテリング。
◇と　き／７月20日（土）　19時～20時
◇対　象／小学生以上（定員30名）
◇要申込（佐田図書館まで）

国際交流員による英語のおはなし会。
◇と　き／８月５日（月）　16時～17時
◇対　象／幼児・低学年（定員 25 名）
◇要申込（出雲中央図書館まで）　

図書館で不用になった雑誌や図書を無料で提供
します。
◇と　き／７月５日（金）～７日（日）

出雲中央図書館

出雲中央図書館・ひかわ図書館 平田図書館

海辺の多伎図書館

湖陵図書館

大社図書館

佐田図書館

☎ 21－0487

☎ 63－4010

☎ 86－7077

☎ 43－3309

☎ 53－6510

☎ 84－9050

図書館のイベントは無料です。



平成25年度

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。

申し込み・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（無料）
応募締切：７月1２日(金)
　　　　　※定員に達しない場合は講座開始の２週間前まで延長し、定員になり次第締め切ります。
決定通知：締切の翌月曜日に発送します。定員を超えた場合は抽選になります。
　　　　　※ 「あなたはどのように看取り、看取られたいですか？」講座の受講決定は先着順です。

■◆■ 次回の講座受講者募集は広報いずも7月号（6月20日発行）に掲載予定です ■◆■

申
し
込
み・お
た
ず
ね

申
し
込
み・お
た
ず
ね

初めての蕎麦作り
―地元のソバ、出雲おろち大根を味わう―

そ ば
島根の郷土に根ざしたソバと島根大学生物資源科学部から生まれた
“出雲おろち大根”の栽培・収穫・蕎麦打ちを体験します。打ち立て
の蕎麦と“出雲おろち大根”を味わいながら楽しく学ぶ講座です。

放っておくととても怖いのに、実はあまり知られていないお口の病気
と怪我に関する講座です。お口の健康を保つため、お口の病気やけが
について正しい知識を学びましょう。

【時　間】10時～12時
　　　　（⑤-A、⑤-Bは10時～13時）
【定　員】20名　
【対　象】農業初心者
【受講料】1,500円（保険料、資料代、材料費）

【と　き】8月3日（土）　9時30分～13時
【ところ】ビッグハート出雲　　　　【定員】50名
【受講料】大人200円、子ども100円

【時　間】10時～12時　【ところ】県立大学出雲キャンパス
【定　員】15名　【受講料】無料（②③は別途材料費200円必要）

【島根大学共催講座（島根大学公開講座）】

【島根県立大学公開講座】

【島根県立大学公開講座】 出雲市省エネルギービジョン推進協議会
しまねエコライフサポートセンター　共催講座

農 業

―しあわせ家族の防災対策―

親子で体験！炊き出しクッキング
楽しい夏休み。海や川へお出かけされる方も多いのでは？
災害時はもちろん、レジャーの際にわが子を守る救命救急や
応急手当の方法、災害時の炊き出し体験＆実食、非常持ち出
しグッズのアドバイスが受けられます。

防 災 【島根県立大学公開講座】

生活の中にアロマセラピーを取り入れ、心と身体をリフ
レッシュする方法を学びましょう。

【島根県立大学公開講座】

命を考えるシリーズ
あなたはどのように看取り、看取られたいですか？

【と　き】1月29日（水）  13時30分～16時
【ところ】県立大学出雲キャンパス　
【定　員】300名　【受講料】無料

自分の命、そして大切な家族の命の最期について、講師を交え
て参加者全員で考えます。今、まさに「命の終え方」を考えている
方、そうでない方、いろいろな立場の方のご参加をお待ちしてい
ます。

託児
あり

託児
あり

ご存知ですか？お口の健康
－お口の病気とけが－

【時　間】10時～11時　　【ところ】市役所くにびき大ホール
【定　員】50名　　　　　【受講料】100円

健 康

託児
あり

考える

全1回

全1回

全3回

全5回

全1回

※小学生以上の子どもと保護者

しまねエコライフサポ トセンタ 　共催講座

家庭の省エネ講座
－家庭の省エネ「見える化」するには－

【と　き】  7 月19日（金）  10時～12時
【ところ】斐川環境学習センター　
【定　員】20名　【受講料】無料

夏は節電の季節。家電の使い方を少し変えるだけで、上手に
楽しみながら省エネできる秘訣を紹介します。また、使った電
気の量を「見える化」できるグッズを使って、目で見てわか
る省エネ法も紹介します。

全1回

【

【

※「県立大学公開講座」は託児はありません。
※「炊き出しクッキング」講座はお子さまの氏名、年齢もお書きください。

生 活

参加者全員に
非常食の
おみやげ!!

環 境

託児
あり

アロマで心と身体のリフレッシュ（2次募集）

回 開催日 講座内容 と　こ　ろ
①   8月23日(金) 蕎麦種まき

島大
神西砂丘農場

（㈱ダイハツメタル
  出雲工場向かい）

②   9月13日(金) 蕎麦の栽培管理他“出雲おろち大根”種まき
③ 11月  8日(金) 蕎麦収穫・大根観察

④-A 12月  3日(火)
※Ａ日程か
   Ｂ日程に
   分かれます

Ａ
蕎麦脱穀調整・大根収穫

⑤-A 12月  6日(金) 蕎麦打ち 神西コミュニティセンター
④-B 12月10日(火)

B
蕎麦脱穀調整・大根収穫 神西砂丘農場

⑤-B 12月13日(金) 蕎麦打ち 神西コミュニティセンター

回 開催日 講座内容
①   8月11日(日) ご存知ですか？＜口腔がん＞
②   9月15日(日) ご存知ですか＜ドライマウスと舌痛症＞
③ 11月23日(土) 歯や顎のけが、私たちが治します

回 開催日 講座内容
①   2月8日(土) アロマを楽しむための基礎知識
② 2月15日(土) 精油を使った小物作りにチャレンジ
③ 2月22日(土) 精油を使ったマッサージにチャレンジ
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平田天満宮祭奉納一
い っ

式
し き

飾
か ざ り

競技大会

出雲の夏の七夕まつりin中心商店街

第13回 斐川だんだんよさこい祭
未来と古代が響き合う神話の地に感動の汗を！ 　神々の国しまね実行委員会助成事業

おたずね・申込先／平田一式飾保存会事務局（出雲観光協会平田支所内）　☎ 63−0893

おたずね／出雲市中心商店街事務局　☎31−6282　FAX 31−6283

おたずね／　斐川よさこい実行委員会事務局（出雲観光協会斐川支所内）　☎ 72−5270

実行委員会では、祭当日の運営ボランティアスタッフを
募集しています。あなたの力をぜひ、お貸しください！
詳しくは事務局までおたずねください。

祭当日運営

ボランティア

スタッフ
募集中！

今年はテーマが自由で、各町内等が競って飾ります。
20 日の夜には特選、準特選２、アイデア賞が決ま
ります。皆さん、ぜひお出かけいただき、力作をご
覧ください。

◆各商店街イベント
◆ビアガーデン・縁日　など楽しさ盛りだくさん !!
◆浴衣でお越しの方、特典を用意しております。

市内チームをはじめ、県内外からよさこいチームが斐川の地に集結、
楽しく舞い、踊ります。本場高知からは、昨年度地区競演場奨励賞を
受賞したチーム《だるま》が参加。祭をさらに盛り上げます。飲食店
もたくさん出店します。食べて、飲んで、踊って、みなさんも一緒に
斐川の祭を熱く盛り上げませんか！

☆メインコンテスト会場…出雲いりすの丘特設ステージ
☆パレード会場…荘原グリータウン商店街
☆ゆめタウン会場…ゆめタウン斐川駐車場

一式飾に興味があり、一緒に作ってみたいと思われ
る方、ぜひご一報ください。お待ちしています。ま
た、飾りで使用するため、ご家庭で不要な「花瓶」「火
鉢」等があれば、ご提供をお願いします。詳しくは、
事務局までおたずねください。

と　き

と　き

と　き

ところ

ところ

ところ

7月20日（土）～22日（月）

7月27日（土）　15：00～21：00

7月27日（土）  14：00～22：00

平田町内各飾宿（11か所を予定）

出雲市中心商店街

内 容

内 容

内 容

昨年の一式飾（一部）

募集等

天の岩戸（陶器一式：南本町） 国譲り（陶器一式：西町） よみがえる古代出雲大社（陶器一式：元町）


