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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】12月16日（月）、12月28日(土)〜1月3日(金)

出雲科学館の催し（12月）

12月14日（土）・15日（日）

①11:30～　②15:00～ ①10:30～　②14:00～
10:00～16:30

この他にも、事前申し込みの必要な「木工創作教室」（12月19日）があります。
くわしくは出雲科学館（☎25-1500）へお問い合わせください。

◆所要時間40分
◆各回先着100人

◆所要時間50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

※魚の解剖をします。

しまね海洋館アクアスからちっ
ちゃな水族館がやってきます。
※生き物の状態により展示される内容が
　変更になる場合があります。

イベント参加費無料

サイエンスショー チャレンジ！実験 ちっちゃな水族館

開催日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 所要時間 参加人数など

12月7日(土)
8日(日)

24日(火)
～27日(金)

①10:15～
②13:15～
③15:30～

来年の干支
「ウマ」がまわるよ
メリーゴーランドを

つくろう

来年 2014 年の干支は「ウマ」ですね。
電動糸のこ盤で「ウマ」を切り抜いて、
メリーゴーランドにのせて、まわしま
しょう。持ち帰って、ツノをつけてクリ
スマス向けに「トナカイ」に変身させた
り、いろいろ工夫しても良いですね。

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

12月14日(土)
15日(日)

①11:00～
②13:00～
③15:00～

これで君も暗算名人！?
脳力アップ☆グッズを

つくろう

脳力＝集中力。集中力アップの秘訣は
記憶術 !! 暗算で記憶するコツを学び
ながら、数字に強くなる脳力アップ
グッズを作ります。
講師：出雲科学館名誉館長
　　　曾我部　國久

40分 各回先着12人
小学3年生以上

12月21日(土)
～23日（月・祝）

①10:30～
②13:30～
③15:30～

ぶどうのつるで
クリスマスリースを

つくろう

つるを巻く植物はおもしろい特徴を
もっています。人はその特徴を生活の
中に活かして暮らしてきました。この
教室では、ぶどうのつるを使ってクリ
スマスリースを作ります。リース作り
を体験して、人々の知恵と工夫を感じ
ましょう。

60分

各回先着18人
小学3年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

12月21日(土)
～27日（金）

受付時間
①10:00～

12:00
②13:30～

16:30

骨のない凧をつくろう

お正月も近づいた年末。骨のない不思
議な凧を作って飛ばしましょう。
骨がない、ビニールだけで作る凧はど
うやって飛ぶのかな？

30分 小学2年生以下
保護者同伴

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。

科学館のマスコット
キャラクター

リカム

整理券

自由出入

アクアス出張教室in出雲科学館アクアスがやってくる！

海の生き物いろいろ色実験
～光と色のサイエンス～

海の生き物の骨を
見てみよう

ミニアクアス

カマイルカ・骨

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

木　工

時間内観覧自由
整理券
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〒699−0624
斐川町上直江2469　☎ 72−7411

開催日 開催時間 教室名 内    容 参加費

6日・13日・20日（金）10：00～11：30 フォークダンス教室 寒い季節、風邪に負けないよう、フォークダンスで身体
を動かしましょう！ 1,500円/月

7日・14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 忙しい季節ですが、絵手紙で心がほっこりする年賀状を
書いてみませんか？

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。
12 月は「お正月アレンジメント」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
※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

8日（日）   9：30～11：30
羽子板作り
結納セットを
ご持参ください

1,800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

14日（土）10:０0～13：00 穀物菜食
（おせち料理） 2,500円

14日（土） 13：30～16：30 布ぞうり作り教室 700円

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代
15日（日）10:０0～12：00 パステルアート教室 1,000円
15日（日） 13：00～16：00 エココンロ作り教室 6,000円

4日（水）
11日（水）
18日（水）
25日（水）

  9：00～10：00 リサイクル体操 100円

18日（水） 13：30～15：30 野の花教室 毎回1,700円

18日（水） 13：30～15：30 じゅうそう・くえん酸で
今年の掃除は締めくくり    700円

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

１（日）９：30～  絵手紙で年賀状  やさしい年賀状を送ろう   一般・子ども  無料  20人

７（土）９：30～  楽しい押し花  干支（午）の色紙絵作り   一般・子ども   1,000円  15人

８（日）９：30～  たこをつくって揚げよう  正方形たこなどを作って揚げる  子ども   200円  15人

14（土）９：30～  羽子板飾り作り 結納の水引等（各自持参）を利用して羽子板を作る  一般  1,800円 15人

15（日）９：30～  しめ縄・しで作り  手作りのしめ縄で正月を迎えよう  一般    200円  20人

22（日）９：30～  春を待つ花をいけよう  年の瀬の植物の自然の姿をとらえ花や実ものをいける   一般 1,000円  15人

23（月・祝）14：00～  ミニ門松作り  竹・松・葉牡丹・千両・南天などで手作り   一般・子ども  600円  30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
⑤15：45～16：15

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（12月）

斐川環境学習センター
（アース館）（12月）

浜遊自然館（12月）

風の子楽習館（12月）

◆事前申込（電話で申し込み・先着順）　※受付時間 ／ 10：00〜17：00     �
開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 参加費

12月8日（日） 10：00～16：00
風の子楽習館
クリスマス会

今年も楽しい風の子楽習館クリスマス会を開催します！子ども向けコンサート
（無料）、ミニクリスマスツリーづくりやサンタクロースのいるフィンランドの
クッキー作りなどクリスマスにちなんだ体験学習が盛りだくさん！体験学習す
ればビンゴゲーム(先着150名)に参加できるよ！　◆申込不要　

体験学習は
実費

12月21日（土） 10：00～13：00 餅つきを
体験しよう！

正月といえばお餅つき。餅は日本に古くから伝わる食文化です。この歴
史ある食べ物を昔ながらの杵と臼でぺったんぺったん！上手につける
かな？ゆず餅・草餅などいろいろな種類のできたてのお餅を食べくら
べてみよう。 ◆募集人数／20人(先着順)　◆対象／子ども～大人(小学
校3年生以下は保護者同伴) 　◆申込期間／12/5(木) ～12/12(木)

700 円
／人
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出雲弥生の森博物館 〒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

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

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♪

※参加希望の方は予約が必要
です。電話でお申し込みく
ださい。

　小学生未満のお子様は保護
者同伴でお願いします。

■ 第100回 特別展関連講演会　　
12月21日（土） 13時30分～15時
演題：『荒神谷博物館講演会100回記念講演』
講師 ： 藤岡大拙 （荒神谷博物館館長）
資料代：300円　申込不要

■ ゼミ形式  風土記談義『播磨国』編
12月15日（日） 10時～12時
講師：平野芳英・杉岡直子・藤岡大拙
受講料：300円　申込不要

開催中〜平成26年2月17日（月）

開催中〜平成26年1月20日（月） 

神
かん

門
ど

寺
じ

境
けい

内
だい

廃
はい

寺
じ

で発掘が行われ
てからおよそ30年が経過しま
す。そこで、神門寺付近遺跡の
調査成果とあわせ、「神門寺」出
土の考古資料を再確認・再検討
します。

【展示資料】
縄文土器・深鉢、弥生土器・甕／高杯、
土師器・甕など

◆会　場／企画展示室　◆観覧無料

荒神谷博物館情報

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

よすみちゃん

「神門寺発掘 30 年」

「銭（じぇね）－出雲のじぇねこを考古学するー」
出雲を掘る 第四話

切り絵作品展 「こんじきのゆめ」
開催中〜12月23日（月・祝）
切り絵作家：空想制作所。による、切り絵作品展。
見る角度によって色彩、光沢が変化するよう、独自に着色し
た紙はさまざな表情を見せてくれます。透けと光りにこだ
わったきめ細やかな作品の世界をお楽しみください。

◆実施日：12/3、8、13、18、23
◆時　間：各日 13 時～ 15 時　　
◆会　場：当館ホール　　◆参加無料

好評開催中

好評開催中

「お墓が語るヒトの歴史」 

冬の子ども体験教室
「古代のお金をつくってみよう」

12月14日（土） 14時～16時

12月21日（土） 10時～12時

12月８日（日） 
　　14時～16時

王墓の葬式―「よみがえるな ! 」

☆紙すき体験☆
～和紙で
　年賀状を作ろう！～

自分で型をつくり、金属を流してお金を作ります。
◆場　所／たいけん学習室　
◆参加無料　◆定員／20名
◆持ち物／汚れてもよい服装（長袖・長ズボン）、
　　　　　タオル
※電話・ＦＡＸ・電子メール
　等でお申し込みください。

【講師】渡邊貞幸（当館館長）
◆受講料／300円　◆定員／80名

紙すきの道具を使って
オリジナルのデザイン
でハガキを作ります。
◆参加費／300円　
◆定　員／20名
　（定員になりしだい締切）

出雲弥生の森博物館情報

第2回

ホール展示

ギャラリー展

ミニ企画展

観覧
無料

観覧
無料

切り絵体験プロジェクト『無量大数』に参加しよう！

館長講座

「神門寺」の軒丸瓦

一人ひとりの小さな作品が集まり、やがて大きな空間作品となります。
できあがった作品は福島へ、いずれは世界に向けて披露する予定です。
皆さんのご参加をお待ちしています。

開館時間　９時～17時（入館は16時30分まで）
休 室 日　毎週火曜日


