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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】５月19日（月）

出雲科学館の催し（５月）

イベント 参加費無料

5月3日（土・祝）～６日（火・振）
受付時間 10:00～16:00

ゴールデンウィークは科学の屋台で楽しもう！
毎日11種類の実験・ものづくり教室・体験コーナーを用意して待ってるよ！

開催日 開催時間 教　室　名 内　　　　容 所要時間 参加人数など

10日(土)・11日(日)
17日(土)・18日(日)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

ものづくり  整理券

地面をスイスイすすむ
飛行機

船が水の上を進むように、地面をスイスイ進
む飛行機を作ります。空気の実験をしながら、
ちょっと変わった飛行機を作りましょう。

60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

24日(土)
19:30～20:30

※19:30～19:40まで
 解説を行います。

観　察  自由出入

　天体観望会
春の星座と土星を

みよう

春の星座を見つけたり、天体望遠鏡で惑星を観
察したりしましょう。※協力：出雲天文同好会
※雨天曇天の場合はプラネタリウムを上映します。
※観測場所 : 科学館駐車場

60分 中学生以下
保護者同伴

24日(土)・25日(日)
31日(土)

6月1日(日)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

整理券

山のふしぎ
山ってどうやって

できたの？

日本にはたくさんの山があるけど、山ってどう
やってできたのかな？そんな疑問を、実験をし
ながら、探っていきます。みんなで、山のふし
ぎを解明しよう！

40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

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

１． わりばしでかんたん工作
　  ゴム鉄砲をつくろう

２． のこぎりに挑戦！
      　　丸太で小物づくり

４． 紙
こ

縒
より

を縒
よ

って
　　   ヨーヨーを釣ろう

５． いろんな模様の
　　　　コマをつくろう

６． 顕微鏡で見てみよう

８． プラネタリウム

９． 立  体  映  画

10． 木のおもちゃひろば

11． 展示装置特設会場

７． 太陽を観よう

この他にも、事前申し込みが必要な「万華鏡教室」（5月10日・11日・17日・18日）
「木工創作教室・初級編」（5月25日・28日）「木工創作教室」（5月27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。

クラス会や子ども会などの、地域の団体を対象として実験や工作を行う教室です。

◆参 加 費／100～300円（教室内容により異なります。）
◆応募方法／参加希望日・メニューを第３希望まで選び、科学館の受付カウンターで申し込みくださ

い。応募用紙とメニューは、受付カウンターで配付しています。（科学館ホームページか
らもダウンロードできます。）

◆応募締切／5月16日（金）
◆そ の 他／今回は前期の募集です。後期に関しては9月頃に通知します。
※希望日が重なった場合は抽選のうえ決定します。

地域団体かがく教室　参加団体募集

科学館のマスコット　
キャラクター	リカム▶

  6月  7日（土）・  8日（日）
  　  14日（土）・15日（日）
  7月12日（土）・13日（日）
  9月  6日（土）・  7日（日）
  　  27日（土）・28日（日）
10月  4日（土）・11日（土）
　　 12日（日）・13日（月・祝）

①10:30～②14:00～の
どちらか1～2時間程度

開催日程

開催時間

１．転がしアイスクリーム
２．べっこうあめ
３．スライム

◆内容／次のメニューから選べます。 ※8種類のメニューの中から1種類選べます。

４．キャンドル　雪だるま
５．万華鏡　ビー玉タイプ
６．虹の見える筒

７．偏光板ステンドグラス
８．壁抜けマジックBOX

GW サイエンスフェスティバル
～わくわく屋台村～

３． すきな色のべっこうあめを
　　つくろう
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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
　　　　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

2日・9日　
・23日・30日（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 爽やかな季節！！

フォークダンスで身体を楽しく動かしてみませんか？ 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 5 月の花や木をよーく観察して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。
５月の花達でお部屋を飾りましょう。

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（日）   9：30～11：30 裂き織り体験 200円

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

10日（土） 10：00～12：00 第６回　野の花談義 300円

11日（日） 13：30～16：00 ニホンミツバチ講座その 1
「ニホンミツバチって面白い」 300円

11日（日） 14：00～16：00 押し花教室 初回2,500円
毎回1,200円

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代
12日（月）
26日（月） 13：30～16：30 エコ・ペーパー

クラフト教室 200円

18日（日） 13：30～16：00 エココンロ作り教室    6,000円

21日（水） 13：30～15：30 野の花教室 1,700円

24日（土） 13：30～16：30 布ぞうり作り教室 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

 6日（火）13：30～  浜遊で畑を耕そう  野菜作りを学んで、収穫の楽しみを味わう 一　般  実費  15名 

18日（日）  9：30～ お手軽簡単料理を作りましょう  簡単に作れる朝食メニュー 一　般  500円  15名 

24日（土）  9：00～ 環境にやさしい
紙バンド手芸  網代編かごをつくる 一　般  900円  20名 

31日（土）  9：30～  植物を観察しよう  巻きひげの不思議 一般・子ども  無料  20名 

〒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～）竹のスカイシャトル（30分、200円）竹の万華鏡（30
分、200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（５月）

斐川環境学習センター
（アース館）（５月）

浜遊自然館（５月）

風の子楽習館（５月）

◆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 イベント名 内　　　　容 参加費

5月3日（土・祝）
5月4日（日・祝）
5月5日（月・祝）

10：00～16：00                         春の手引ヶ丘公園
祭り

5月の連休は家族で手引ヶ丘公園へ出かけよう！ふだんできない特別
バージョンの体験学習やフワフワドーム、的当てルーレット、スーパー
ボールすくい、ミニＳＬ乗車体験、ミニ動物園(4日のみ)、消防車放水体
験(5日のみ)など、とっても楽しいイベントが盛りだくさん！　　　　
◆対象／どなたでも参加できます（申込の必要はありません）

体験学習は
実費

6月21日（土）
予備日

①6月22日（日）
②6月28日（土）

6：00～10：30
地引網を

体験してみよう！
（団体申込）

団体申込受付　◆対象／小学生～大人（小学生は保護者同伴）
◆募集人数／団体は50名以内。先着順
◆団体申込期間／５月29日（木）～6月4日（水）
※一般の受付は6月5日（木）より  

小･中学生 
1,000円

大人 1,200円


