
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(無料です) 
応募締切：９月30日（月） ただし「風力発電模型を作ろう」講座の応募締切は10月25日（金）
　　　　　※定員に達しない場合は延長し、定員になりしだい締め切ります。
決定通知：締め切り後1週間以内に郵送します。定員を超えた場合は抽選になります。
注意事項：電話以外での申し込みの場合、電話または電子メールで受付完了の連絡をします。連絡がない場合は電話でおたずねください。

■◆■次回の講座受講者募集は広報いずも10月号(9月20日発行)に掲載予定です■◆■

■◆■ 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 ■◆■
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大人の新エネバスツアー
～日本一の風力発電所と新メガソーラーを巡る～

平田にある日本一の風力発電所（普段は一般の方が入れない施設
の裏側見学もあります）、河下港臨海工業団地で整備されているメ
ガソーラーを見学します（車窓からの眺めも最高です!!）。出雲の新
名所であるメガソーラーと風車を巡るバスツアーにぜひご参加く
ださい。（ご夫婦、ご友人と遠足気分でお菓子持参も大歓迎。気軽に
申し込みください♪）

自分だけのオリジナル風力発電模型で
ミニチュアのお家に明かりを灯そう！
風車はどうやって電気を作っているの
かな？話題の新エネルギー、風力発電
博士になろう！

妊娠すると身体にさまざまな変化が現れます。虫歯になりやすくな
るなど、お口の環境にも変化が起こります。おいしい食事と楽しい
会話を生涯続けるためには、お口の健康がとても大切です。
また、妊婦さんの虫歯や歯周病が、生まれてくる赤ちゃん
の健康に害を及ぼすこともあります。
妊婦さんと生まれてくる赤ちゃんのお口の健康に
ついて、しっかり学びましょう。

【開催日】10月19日（土）　
【時　間】13：00～17：00
【定　員】30名　　【受講料】100円
【コース】新出雲風力発電所

　　　　しまねSOLARPOWER河下港発電所

【開催日】11月9日（土）
【時　間】9:30～11:00
【会　場】風の子楽習館
【定　員】小学3年生以上のお子様20名(保護者同伴)
【受講料】500円　※付き添いの大人の方は無料です。

環 境

小さなお家に明かりを灯す
風力発電模型を作ろう！

環 境
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全1回

【開催日】1２月１５日（日）
【時　間】10：30～11：30
【会　場】市役所本庁くにびき大ホール
【定　員】50名
【受講料】100円

妊婦さんのお口の健康、
私たちが守ります。

健 康

託児
あり

全1回

知っているのと知らないのでは大違い。知らずに損をしていること
も少なくないかもしれません。身近に潜んでいる消費者トラブルや
金融トラブルなどに巻き込まれないよう、確かな知識で自分を守り
ましょう。【時　間】14：00～15：30

【会　場】市役所本庁
【講　師】島根県金融広報委員会
【定　員】24名
【受講料】100円

暮らしに身近な金融経済
経 済

託児
あり

全4回

【共催:風の子楽習館】

【企画:島根県金融広報委員会】

【共催:島根大学医学部附属病院】

※集合は市役所職員駐車場
　（市立中央保育所・幼稚園北側）です。

ソ ー ラ ー パ ワ ー

インテリアにも◎

回 開催日 講座内容
① 10月24日（木） 私たちを取り巻く金融経済の動き
② 11月  7日（木） 今の時代を生きるためのライフプラン
③ 11月21日（木） もしも…に備えてのエンディングプラン
④ 12月  5日（木） 気をつけよう！最近の消費者トラブル

43㎝ !!
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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】9月17日（火）
出雲科学館の催し（9月）

9月2１日（土）～29日（日）
10月27日（日）まで
10:00～18:0010:00～18:00

市内の小中学生が夏休みに取り組んだ自由研究の成果、約
400点を展示します。ユニークな発想を生かした力作が
勢ぞろい。ぜひご覧ください。

≪優秀作品 表彰式・発表会≫
9月29日(日)14:00 〜 16:00
表彰式の後、受賞児童・生徒が研究成果を発表します。
どなたでも観覧できます。
ぜひ、みなさんも聞きに来てください。

この他にも事前申し込みが必要な教室 「木工創作教室」 9月18日（9月6日申込締切）があります。
詳しくは、出雲科学館（☎25-1500）へおたずねください。

惑 星 や 彗 星、 星 団、
銀河など、出雲天文
同好会の皆さんが撮
影した美しい天体写
真を展示しています。

平成25年度出雲市科学作品展
出雲市小中学生科学グランプリ

天体写真展　 入場無料企画展

好評開催中
協力：出雲天文同好会

開催日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 所要時間 参加人数など

8月27日(火)
～9月1日(日)

受付時間
①10:00～

12:00
②13:30～

16:30

めざせ！
紙コップシューター

自 分 の 狙 っ た と こ ろ に 紙 コ ッ プ を
シュート！ゴムののばし方を工夫して
うまくできるかな？

35分 小学2年生以下は
保護者同伴

8月28日(水)
～9月１日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

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！

アルミニウム板を削って、自分専用の
オリジナルネームプレートをつくりま
しょう。力がいるのはいやという人も
心配はいりません。化学の力を使って、
あっ ! という間に作れます ! 化学の力を
実感してみましょう。

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

9月7日(土)
・8日(日)

14日(土)
～16日(月・祝)

①10:30～
②13:30～
③15:30～ 光と色のサイエンス

どうして空は青かったり赤かったりす
るのかな？
虹はどうして虹色なのかな？
ふしぎのヒミツを知ることができます。
実験をして、光と色のヒミツを調べて
みましょう。

50分

各回先着24人
小学3年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

9月21日(土)
～ 23(月・祝)

28日(土)
・29日(日)

①10:30～
②13:30～
③15:30～ 塩でおもしろ化学実験

いつも料理に使う「塩」。みんなは塩の
こと、どれくらい知っているかな？色
が白くて、しょっぱくて……、それ以
外にもある塩のひみつ。実験をして、
塩のいろんな姿を見てみましょう。

50分

各回先着18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。（保護者同伴が必要な方は代理人になれません。
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

主催：出雲少年少女発明クラブ

※写真は昨年の様子

９月21日（土）･28日（土）

発明クラブの指導員の皆さんが、こわれた
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。

おもちゃの病院

受付時間 10:30〜11:45

整理券

整理券

自由出入

整理券

ものづくり

ものづくり

実　験

実　験
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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
6日・13日

20日・27日（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 なにか運動を始めたい方！
フォークダンスで楽しく身体を動かしてみませんか？ 1,500円/月

7日・14日・28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

12日・26日（木） 19：00～20：30

13日（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 9 月の草花や果物、行事などを絵手紙で表現してみま
せんか？

600円
（材料費別途）

21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。9 月のお花をステキにアレンジしてみましょう。

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
※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（水）   9：30～11：30 裂き織り体験 200円

  8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

  9日（月）
23日（月・祝） 13：30～16：30 エコ・ペーパー

クラフト教室 200円

11日（水）
18日（水）
25日（水）

（9/4は休み）
  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
15日（日） 13：00～16：00 エココンロ作り教室 6,000円
15日（日） 10：00～12:00 パステルアート教室 1,000円
18日（水） 13：30～15：30 野の花教室 毎回1,700円

20日（金）   9：30～11：30 エコ トールペイント
教室    700円

28日（土） 13：30～16：30 布ぞうり作り教室 300円
28日（土） 10：00～13：00 穀物菜食料理教室 　2,300円

〒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（土）  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  400円  20人 

 21（土）  9：30～  簡単ピザを作ろう 浜遊周辺で取れる食材を取り入れたピザ作り  一般・子ども  500円  10人 
 27（金）19：30～  秋の星座観察会 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 

 29（日）  9：30～  そば打ち体験 そばの知識を学びそば打ちを体験し家庭で実
践する  一般・子ども  400円  20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。

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

土日祝
(イベント開催時
は体験学習を行い

ません)

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。

アクティーひかわ（9月）

斐川環境学習センター
（アース館）（9月）

浜遊自然館の催し（9月）

風の子楽習館の催し（9月）

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 参加費

  8日(日) 6：30～10：30 親子キス釣り大会
風の子楽習館開館10周年を記念して「親子キス釣り大会」を開催します。
釣りを楽しみながら多伎の自然の豊かさをしろう！
・対　　象：小学生とその保護者　　・募集人数：20組(先着順)
・申込期間：8月22日(木) ～ 9月4日(水)

1,000円
／組

14日(土) 19：30～21：30 夜遊び探検隊④
月と星の観察会

夏の星や月を天体望遠鏡を使って観察しよう！
果てしない宇宙を自分の目で見て実感しよう！
・募集人数：20人(先着順)　　　　　
・申込期間：9月5日(木) ～ 9月11日(水)

300円
／人

28日(土) 9:00 ～ 12:00 木の実で
お菓子を作ろう！

秋といえば食欲の秋！手引ヶ丘公園の自然を観察しながら木の実を集め
てお菓子を作ろう！どんな木の実が落ちているかな？ 
・対　　象：小学生～中学生　　・募集人数：15人(先着順)
・申込期間：9月12日(木)～9月19日(木)

400円
／人

◆事前申込（電話で申し込み・先着順）　※受付時間 ： 10：00〜17：30


