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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】1月1日（水）〜3日（金）、20日（月）

出雲科学館の催し（１月）

1月4日（土）～7日（火） 参加シート配布時間　10:00～16:15

この他にも、事前申し込みの必要な「木工応用教室（全5回）」（1月16日、23日、30日、2月13日、20日）、
「木工創作教室」（1月22日、29日）、「星空観察」（1月24日、25日）、「ガラス・フュージング」（2月1日、2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。

ボールの進む方向を見ぬいて、めざせ！高得点!! どの釣ざおを使ったら魚が釣れるかな？

※写真は昨年の様子

イベント参加費無料

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)

13日(月・祝)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

実　験  整理券

水でひろがる
不思議な絵を描こう

紙の上に水を 1 滴たらすと、じわじわ広が
る不思議な模様。水はどうして紙の上を広
がっていくのかな？調べてみると自然の中
にかくれた科学の力が見えてきます。科学
の力で不思議な絵を描いてみよう。

50分

各回24人
小学生未満は
3人までにつき
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～

ものづくり  整理券

オリジナル入浴剤を
つくろう

寒いときは、やっぱり温かいお風呂が一
番！そんな、お風呂で使える入浴剤を作り
ます。オリジナル入浴剤でカラダをポッカ
ポカにして、寒い冬をのりきろう！

45分

各回24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

新春！科学で初遊び 2014

かがみもぢ

急がば回れ！お年玉 エビでタイを釣る

一富士　二鷹

電撃☆馬
うま

午
うま

ふりこをぬけて、
初もうで

自分の力で運だめし!?

おみくじ台車でGO!!

年明けは、科学を使った体験ゲームで遊びながら、冬の寒さを吹き飛ば
そう！体験ゲームは全部で7種類。ゲームに参加して、「かしこくじ」や

「出雲科学館特製ポストカード2014」を手に入れよう☆
ゲームの結果が良かった人には、カラーバージョンもプレゼント♪

◆受付時間　① 10:00 ～ 12:45　② 14:00 ～ 16:30

◆受付時間　① 10:00 ～ 11:45　② 13:00 ～ 16:30

科学館のマスコットキャラクター リカム

鏡を見ながら線をひける
かな ? !

ゆれる玉のすき間を
すりぬけよう！

大吉を目指して、台車を走ら
せよう！

うまく浮かせられるかな？

壁にぶつからないよう、
集中だ☆
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〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411
【休館日】アクティーひかわ　1月1日〜１月3日
　　　　アクティーひかわ体育館    年中無休

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 フォークダンスで身体を動かし、冬の寒さを吹き飛ばし
ましょう！ 1,500円/月

11日・25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

  9日・23日（木） 19：00～20：30

10日（金） 13：30～15：30 絵手紙教室 １月の景色や行事や植物を絵手紙で描いてみませんか？ 600円
（材料費別途）

18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。
1 月は「フローラルアクセサリー」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
8日（水）

15日（水）
22日（水）
29日（水）

  9：00～10：00 リサイクル体操 100円

11日（土）   9：30～11：30 裂き織り体験 200円

12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

13日（月・祝）
27日（月） 13：30～16：30 エコ・ペーパー

クラフト教室 200円

15日（水） 13：30～15：30 野の花教室 毎回1,700円
17日（金）   9：30～11：30 エコ トールペイント教室    700円

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代
19日（日） 13：00～16：00 エココンロ作り教室 6,000円
19日（日）13:０0～15：00 パステルアート教室 1,000円
21日（火）   9：30～12：00 大人の木工教室 1,900円
25日（土） 13：30～16：30 布ぞうり作り教室 300円

25日（土） 13：30～15：30 ぼかし作り
（3Kg 持ち帰り出来ます）    500円

2月1日
（土）

10:00～12:00
現地集合

1/17迄に申込
ください

野鳥観察会（親子20組）
於）宍道湖グリーンパーク ―

〒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（火）10：00～   七草がゆを食べよう セリ、ナズナ等春を待つ植物の姿を観賞し粥を試食する  一般・子ども 100円 50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)

冬休み一般体験
開催日

1月2日(木)
  ～6日(月)

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。 

①  9：30～10：30
②11：00～12：00
③13：15～14：15
④14：30～15：30

一般体験学習
1月・2月限定！
きのこ栽培体験

ドリルを使って原木に穴をあけ、しいたけの菌を打ち込もう！後は木
陰に運んで準備は完了！しいたけが生えてくるまでゆっくり待とうね。
※植菌した原木は持ち帰り  ◆募集人数(対象) ／限定60本1人2本まで
◆予約不要　◆参加費／1本700円

アクティーひかわ（１月）

斐川環境学習センター
（アース館）（１月）

浜遊自然館（１月）

風の子楽習館（１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

1月18日（土） 9：30～12：30 そば打ちを
体験しよう！

力をこめてそばを練って、おいしいそばを作ろう！そばを打つのは
ちょっとむずかしいけど、家族みんなで楽しく作ったできたてのそばは
とってもおいしいよ。
◆募集人数(対象)／８家族(先着順)　◆申込期間／1/4(土)～1/11(土)

1家族
（約3人分）

1,500円

第 14 回 ひかわ New Year Concert
◆と　き／1月12日（日）14:00開演（13:30会場）
◆出　演／前田明子（ピアノ）、コールライラック、女声合唱団フィオーリ、斐川西中学校合唱部
◆入場料／500 円（全席自由）　　◆おたずね／アクティーひかわ　☎72-7411 
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種　　別 時　　間 内　　容
事業所説明会

（プレゼンテーション） 12：30～13：20 参加法人・事業所担当者によるワンポイント PR を行います。

オリエンテーション 13：20～13：30 会場の配置や配布資料の説明、事業所ブースの回り方等を
ご案内します。

個別就職面談コーナー
13：30～16：30

各ブースで事業所概要や採用予定等について説明を行います。

各種相談コーナー 福祉人材センターによる就職に関する相談・求職登録、
ハローワークによる就職相談を行います。

２月２日（日）  12:30〜16:30
くにびきメッセ（松江市）

福祉職場への就職を希望している方・関心のある方

ＪＲ松江駅から徒歩約７分

※託児あり（要事前申込）　※駐車場料金は無料です（受付に駐車券をお持ちください。）

　ハローワークでは、就職に必要な知識・技能を身につけたい方に対して、無料で受けられる職業訓練
のご案内と受講あっせんを行っています。ぜひ、ご利用ください。

○ 求職者支援訓練
　平成 23 年 10 月からスタートした「求職者支援制度」による職業訓練です。この訓練は、主に
雇用保険を受給できない求職者の方（受給が終わった方も含む）を対象に、就職に必要な基礎的な
内容から、就職に役立つ実践的な知識・技能を身につけるためのさまざまなカリキュラムの職業訓
練を無料（テキスト代等は自己負担）で実施しています。訓練期間は３～６か月となっています。
　学校を卒業したが就職が決まらず仕事を探している方、フリーター等で生活してきたが正社員を
目指して職業能力を高めたい方、家事・育児でブランクがあり再就職に不安のある方などもご利用
になれます。
○ 公共職業訓練
　この訓練は、主に雇用保険を受給している求職者の方を対象に、ある職業に必要な、より専門的
な知識・技能を習得するための職業訓練を無料（テキスト代等は自己負担）で実施しています。

　職業訓練には大きく分けて「求職者支援訓練」と「公共職業訓練」の２種類があり、内容はそれぞれ次のとおりです。

詳しくは、ハローワーク出雲（☎21-8609）までおたずねください。

と　き

ところ

参加対象

福祉・介護の仕事 就職・転職フェア

職業訓練で、就職につながる知識・技能を身につけよう！

申込
不要

参加
無料

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、政
府が管掌する強制保険制度です。
★どなたでも、事業主が労働保険の加入に必要な手続を行ってい

るか否かをインターネット上で確認できます。詳しくは厚生
労働省ホームページをご覧ください。

パートタイマー、アルバイトなど、
雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている
事業主は、労働保険に加入する義務があります

おたずね／島根労働局　労働保険徴収室　
　　　　　☎0852-20-7010

厚生労働省トップページ「分野別の政策▶雇用・
労働▶労働基準」＞「施策情報▶労働保険の適用・
徴収」＞「労働保険に関する総合情報はこちら」
＞「適用事業場検索」

「求職者支援制度」とは？
雇用保険を受給できない
求職者の方を対象に、(1)
無料の職業訓練の実施、
(2) 収入・資産等の一定
の要件を満たす方に対す
る職業訓練中の給付金
( 月額 10 万円 ) の支給、
(3) ハローワークでの積
極的な就職支援により、
早期の就職を支援する制
度です。

雇うことは、加入すること。

労働保険


