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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　
出雲科学館の催し（8月）

8月3日（土）・4日（日）

8月8日（木）～25日（日）

8月8日（木）～18日（日）

10:00～16:00　 10:00～18:00

夏休み中は毎日ものづくり・実験教室を開催しています！

科学の祭典は『科学のおもちゃ箱』です。あなたの科学の心
をくすぐる実験や工作をたくさん用意しています。
今年の夏は科学の祭典に参加して、みんなで科学を楽しみ
ましょう！（長浜小学校 加藤道夫教諭）

（各ブースの開催時間など、詳しくは当日ご確認ください。） 

2,000点におよぶ甲虫標本や世界各地に生息してい
る甲虫（生き虫）を展示します。

夏こそ出雲科学館へ！～育てよう、科学の芽～
青少年のための科学の祭典
2013島根大会

世界の甲虫展2013

生き虫ハウス
（国産カブトムシ・クワガタに触れるコーナー）

参加費無料
参加費無料

イベント 企画展

開催日 教　室　名 開催時間等 同伴条件等

7月24日(水) ～ 26日(金)
8月1日（木） ・ 2日（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

7月27日（土）～8月1日（木） 　　　　　　　　　  磁石の力でクルクル ?! ゆらゆら ?!
　　　　　　　　　  ふしぎな振り子 受付①10:00～12:00 ②13:30～16:30 小学生未満保護者同伴

5日(月)～８日(木) 　　　　　　　　　  すいすい、アメンボ ①10:30～ ②13:30～ ③15:00～ 各回先着36人　
小学2年生以下は保護者同伴

5日(月)～9日(金) 　　　　　　　　　  ゆらゆらやじろべえをつくろう 受付①10:00～12:00 ②13:30～16:30 小学2年生以下2人までに
つき保護者1人同伴

9日(金)～13日(火) 　　　　　　　　　  レンズで遊ぼう！ ①10:30～ ②13:30～ ③15:30～
各回先着24人　

小学2年生以下2人までに
つき保護者1人同伴

10日(土) ～12日(月) 　　　　　　　　　  おもしろ！ビックリ！サイエンスショー
　　　　　　　　　  真夏のいろいろサイエンスショー

①10:40～ ②11:40～ ③13:40～ 
④14:40～ ⑤16:40～

各回先着100人

10日(土)～13日(火) 　　　　　　　　　  バードコールをつくろう 受付①10:00～12:00 ②13:30～16:30 小学生未満保護者同伴

14日(水) ～ 16日(金) 　　　　　　　　　  ロボットをうごかそう ①10:30～ ②13:30～ ③15:30～
各回先着18人

小学3年生以下2人までに
つき保護者1人同伴

14日(水) ～ 17日(土) 　　　　　　　　　  ストローでフゥ～！吹き矢を飛ばそう 受付①10:00～12:00 ②13:30～16:30 小学生未満保護者同伴

14日(水) ～ 18日(日) 　　　　　　　　　  静電モーターに挑戦！ 受付①10:00～12:00 ②13:30～16:30 小学２年生以下保護者同伴

17日(土) 　　　　　　　　　  夏の星座と月・土星を観よう 19:30～20:30 中学生以下保護者同伴
集合場所：科学館駐車場

17日(土) ～ 18日(日) 　　　　　　　　　  おもしろ！ビックリ！サイエンスショー
　　　　　　　　　  風を操る風丸忍者 ①11:30～ ②14:15～ ③15:30～ 各回先着100人

18日(日) ～ 22日(木) 　　　　　　　　　  虫かごをつくろう ①10:15～ ②13:00～ ③15:00～
各回先着20人

小学2年生以下2人までに
つき保護者1人同伴

19日(月) ～ 26日(月) 　　　　　　　　　  トリック迷路 BOX をつくろう 受付①10:00～12:00 ②13:30～16:20 小学2年生以下保護者同伴

23日(金) ～ 27日(火) 　　　　　　　　　  すずしい音色の風鈴をつくろう ①10:30～ ②13:30～ ③15:30～ 各回先着24人
小学2年生以下保護者同伴

27日(火) ～ 9月1日(日) 　　　　　　　　　  めざせ！紙コップシューター 受付①10:00～12:00 ②13:30～16:30 小学2年生以下保護者同伴

28日(水)～9月１日(日) 　　　　　　　　　  削ってないのに名前が彫れる ?!
　　　　　　　　　  オリジナルネームプレートをつくろう！ ①10:30～ ②13:30～ ③15:30～

各回先着24人　
小学2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） 

①10:30～12:00　②14:00～15:30

※体験時間は5分間（何度並んでもOK）
混雑が予想されるため、ご協力をお願いします。
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天体観望会
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科学技術分野での文部科学大臣表彰受賞
～科学技術賞理解増進部門　小中学校との連携を評価～

平成24年度島根県学力調査の結果
やっぱり出雲市の子どもは理科が得意!

　出雲科学館は、平成14年の開館以来、出雲市の小学３年生〜中学３年生
のすべての児童生徒に理科学習を行ってきました。そして土日祝日は幼児か
ら楽しめる科学教室等を開催しています。
　今後は、幼稚園児にさらに科学する心を育ててもらうために、現在関係機
関と協議中です。見て、触れて、創って、「ふしぎ」や「なぜ」の楽しさを、小
さいころから知ってほしいと考えています。

去る4月16日、中山慎也出雲科学館教諭（出雲一中兼務）が科学技術賞理解
増進部門で文部科学大臣表彰を受賞しました。

〈受賞の言葉〉
　理科学習では、小中学校の先生方と事前の打合せ会を実施し、児童生徒から「楽しかった！」

「わかった！」と喜びの声が聞こえてくる授業を目標にしてきました。今後も、学校の先生
方と一緒に楽しい理科の授業を作って行きたいです。

リカム
ニュ―ス ！

その１

その３

その２

～科学館の最近の話題を紹介～

出雲科学館11年目の挑戦 !
～幼児教育のさらなる充実をめざす～

出雲科学館ってどんな施設？
　科学する心を育むことをめざして設置した、出雲市の教育施設です。
　市内の小中学校と連携して、理科の授業を行う理科学習と、誰もが科学に触
れ、親しむことができる生涯学習を行っています。子どもから大人まで科学を
楽しんでもらえる、安全で快適な施設です。［入館料無料、開館10時〜18時］

出雲市の子どもたちの理科の 
平均正答率は、全国や島根県
の平均を上回りました。

※参考：島根県ホームページ
　「平成24年度 島根県学力調査結果」より

▲科学館マスコットキャラクター　リカム

平成24年度学力調査結果正答率〈理科〉
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〒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
2日・9日・23日・30日（金）10：00～11：30 フォークダンス教室 夏本番！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

3日・10日・24日（土） 14：00～15：30
ひかわ d

で
e 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。

楽しくご指導します。 無料
8日・22日（木） 19：00～20：30

9日（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 8 月の鮮やかな草花や、風景を絵手紙に描いてみませんか？ 600円（材料費別途）

17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。
8 月は花束のアレンジメントです。 600円（材料費別途）

〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日、8/13（火）、14（水）
※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
 ４日（日）   9：30～11：30 裂き織り体験 200円
12日（月）
26日（月） 13：30～16：30 エコ・ペーパー

クラフト教室 200円

11日（日） 14：00～16：00 自然と親しむ
押し花教室

初回2,500円
毎回1,200円

21日（水） 13：30～15：30 野の花教室 毎回1,700円
31日（土） 13：30～16：30 布ぞうり作り教室 300円

7日（水）・21日（水）
28日（水）   9：00～10：00 リサイクル体操 100円

18日（日） 13：00～16：00 エココンロ作り教室 6,000円

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代
18日（日） 10：00～12:00 パステルアート教室 1,000円
23日（金）   9：30～11：30 エコ トールペイント教室    700円
17日（土） 10：00～12:00 野の花談義③ 　200円
25日（日） 13：30～15:30 芋塾 　300円

20日（火） 9：30～16：00
参加時間は自由です。

夏休み こども木工教室
三段ボックス 1段分のサイズ。
これより大きい場合は追加費
用になります。

  1,200円

25日（日） 13：30～15:30 ぼかし作り教室
（ゴム手袋、汚れてもいい服装で）

　400円

とき／8月24日（土）13：30～16：30　講師／（公財）しまね国際センター 仙田武司氏　主催／ひかわdeにほんご

参加
無料

「日本語ボランティアを楽しむためのコミュニケーション講座」

〒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
 ３（土）20：00～  夏の星座観察会 この季節に見られる星座を観察する  一般・子ども 無料  無制限 

 10（土）  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名 

 11（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名 

 17（土）  9：30～ リサイクル教室
可愛い小物雑貨を作ろう

空き缶やペットボトルにトールペイントをして、
かわいい小物雑貨を作る  一般・子ども  500円  20名 

 18（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きれいな
イルミネーションを作る  子ども  1,000円  10名 

25（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名 

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 参加費

10日(土) 
予備日:11日(日) 10：00～13：00 ヤマメのつかみどり

多伎町奥田儀で、昔行われていた田儀櫻井家のたたら製鉄の歴史を知り、きれい
な宮本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)
・募集人数：100名（先着順）　　・申込期間：8月2日（金）まで

1,000円
／人

24日(土) 
予備日:25日(日) 6：00～10：00 キス釣り体験教室

初心者を対象に楽しいキス釣りの魅力を紹介し、投げ釣りができるように指導します。
※釣具の貸出（有料）もできます。道具一式500円、餌1パック200円
・対　　象：小学生と保護者　　・募集人数：10組（先着順）
・申込期間：8月8日（木）～17日（土）

400円
／人

〒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

開催日 時　間 教　室　名 内　　　　容　　　【 所要時間（目安）・参加費 】
3日(土)・  4日(日)

11日(日)
17日(土)・18日(日)
25日(日)・31日(土)

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～）、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
(7月を除く)の
木曜日と金曜日

9：30～17：00
途中休憩有

※制作時間及び費用は工作内容による

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。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。

アクティーひかわ（8月）

斐川環境学習センター
（アース館）（8月）

浜遊自然館の催し（8月）

風の子楽習館の催し（8月）
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◇特別展関連講座

中世の出雲神話を、神話学と出雲国風土記の両面か
らひもときます。

「神話学からみた
　　　　中世出雲神話」
８月４日（日） 14：00〜16：00
講師：斎

さい

藤
とう

英
ひで

喜
き

氏（佛教大学教授）

「『出雲国風土記』と
　　　　中世出雲神話」
8月24日（土） 14：00〜16：00
講師：髙

たか

橋
はし

　周
しゅう

 （当館 職員）
《講座受講は、いずれも要事前申込》

特別展開催期間／７月20日（土）〜９月９日（月）

〈前期〉８月７日（水）〜26日（月）

〈後期〉８月28日（水）〜９月16日（月・祝）
『古事記』には腕輪・首飾り・櫛

くし

などの装身具や、
衣装についての記述があります。『古事記』に描か
れている神・人はどのような物を身につけ、衣装を
まとっていたのか、それらを推察できるような考古
資料や人物埴輪などから、その当時の「装い」を考
えます。

「古代出雲歴史博物館」「加茂岩倉遺跡ガイダンス」
「荒神谷博物館」「出雲弥生の森博物館」
◆４館缶キーホルダーを！　◆抽選で「勇者の逸品」を！
◆４館どれかのスタンプで他の館の観覧料が割引きとなります。
※他の割引きとの併用はできません。

※8/27（火）は展示替え
　のためお休みします。

斐川町在住の出川氏が長年書き溜
めた書画作品を紹介。絵なのか、字
なのかわからない
不思議な絵を、前
期後期に分けて約
80点展示します。

出雲弥生の森博物館

出雲弥生の森博物館の夏

今年の夏は博物館が熱い ! !
クイズスタンプラリー開催

弥生ブロンズネットワーク４館連携事業

平成25年度　荒神谷博物館特別展

【古事記の装い】
ホール展示 【不思議な絵の展示会】

サマーナイトミュージアムを開館します。

夏休み子ども体験教室

〒693-0011 出雲市大津町2760 
☎25-1841　FAX 21-6617
http://www.city.izumo.shimane.jp/yayoinomori

開館時間　９時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日　毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　※8月13日（火）は開館

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

聴講
無料

特別
企画

最新情報は
ホームページ内の

ブログや
フェイスブックを
ご覧ください♪

■ 第96回 特別展関連講演会　　
8月10日（土） 13：30～15：00
演題：『ガラスから見る弥生社会とアジアの交流』
講師 ： 小

こ

寺
で ら

智
ち

津
ず

子
こ

氏（国士舘大学21世紀アジア学部　非常勤講師）
資料代：300円　申込不要

■ ゼミ形式  風土記談義
8月18日（日） 10：00～
講師：平野芳英・杉岡直子・藤岡大拙
受講料：300円　申込不要

８月11日（日）

８月18日（日） 10:00〜12:00
◆場　所／たいけん学習室　　◆参加費／無料　　◆定員／25名
◆内　容／博物館で藍を育てました。この生葉を摘んで、ハンカチを染めてみませんか！
◆持ち物／汚れてもよい服装かエプロン、帽子、タオル　　◆講　師／博物館職員

荒神谷博物館情報

出雲弥生の森博物館情報

出雲市内にある国登録文化財の建造物５件を、写真で展示。
出雲日御碕灯台、石橋家住宅、一畑電鉄出雲大社前駅、一畑電鉄布崎変電所、大社高校いなさ会館

博物館と２号墓展示施設は、20時まで延長開館します。この機会にぜひ、
卑
ひ

弥
み

呼
こ

とともに生きた弥生時代の出雲王に出会ってみませんか？

職員が
アロハシャツか
ゆかたで

お出迎えします。

９月２日（月）まで 〈会期中無休〉

期間／９月９日（月）まで

昨年の様子


