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平成26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☆

たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

申し込み・おたずね／市民活動支援課　
☎ 2１-６５２８  FAX  2１-6299

　　　　　

■◆■次回の講座受講者募集は広報いずも11月号（10月20日発行）に掲載予定です■◆■

企業の望む人材像
～これから進学・就職する生徒の

保護者に伝えたい話～

全1回 「どのような人材が欲しいのか？」「企
業を経営するにあたっての想い」など、
地元企業の経営者２人に生の声を伺い
ます。就職活動中の方はもちろん、将来
就職活動をする子どもを支える家族や
学校の先生方にも是非聞いていただき
たい内容です。

【開催日】10月28日（火）
【時　間】19:00 ～ 20:30　【定　員】30名　【受講料】無料
【会　場】ジョブ・ステーション出雲（ビッグハート出雲内）
【講　師】日本でいちばん大切にしたい会社大賞「審査委員会特別賞」受賞

　　　　　須山木材株式会社　代表取締役　須山政樹
　　　　出雲サンホーム、斐川サンホーム、出雲サンサン保育園等の運営を通し、地域の福祉をリードする

　　　　　社会福祉法人　恵寿会　理事長　北尾慶子
【共　催】出雲地区雇用推進協議会

全1回 ハローワーク出雲の所長から、昨今の
出雲市内の就職・転職状況、職に就くた
めのコツ、自分にあった職の探し方な
どを伺います。就職・転職を検討中の方
はもとより、ご家族の就職を心配され
ている方などにも大変参考になる内容
です。

託児
あり

託児
あり

pj.enamihs.omuzi.ytic@uhsukag ：  電子メール

【開催日】11月7日（金）
【時　間】19:00 ～ 20:00　【定員】30名　【受講料】無料
【会　場】ジョブ・ステーション出雲（ビッグハート出雲内）
【講　師】ハローワーク出雲　所長　菖蒲　宏

どういう人が採用されるのか
～職業紹介の現場から見えること～

就 職

就 職

生
涯
学
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座
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・
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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（お持ちの方は携帯番号も）　７．託児の希望（無料）　
応募締切：平成26年１０月１７日（金）　
　　　　　　※託児希望の方は開催日の2週間前までに申込みください。
　　　　　　※定員を超えた場合は抽選になります。
　　　　　　※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。
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〜 秋 編 〜

【大会・イベント参加者募集】

教　　　室　　　名 開　催　日　時 場　　所 参加資格 参加費 申し込み・おたずね

柔
　
　
　
　
道

神成館

週4回（月・木・土・日）
　月曜日　18時30分〜20時
　木曜日　18時30分〜
　　　　　　　　　19時30分
　土曜日　15時〜17時
　日曜日　15時〜17時

河南中学校　武道場
保育園児・
幼稚園児（年長）〜
中学3年生

2,000円/月
神成館
新宮さん
☎ 080-5628-9757
※申込随時

精華柔道館
週2回（水・日）
　水曜日　19時〜20時30分
　日曜日　9時〜10時30分

小田伝統芸能伝習館
（小田幼稚園跡地）

保育園児・
幼稚園児〜中学生

2,000円/月
（保険料、大会費用、
　　　　登録費込み）

精華柔道館
石飛さん
☎ 86-2076
※申込随時

ス
ケ
ー
ト

日曜スケート教室
（初心者向けの
　　　　基礎滑走）

11月2日（日）〜2月22日（日）
　毎週日曜日
　　8時30分〜10時
　※1期：11〜12月
  　 2期：1〜2月

宍道湖公園　湖遊館 概ね小学生以上
610円〜1,130円

（貸靴料410円、
　　　保険料別途）

【申込締切】
1期：10月26日（日）
2期：12月21日（日）

【申込先】
宍道湖公園　湖遊館
☎ 62-5600

【おたずね先】
出雲市スケート協会
昌子さん
☎ 090-7975-2320

卓
球

出雲市ジュニア
卓球教室

毎週土曜日
　20時〜22時 出雲体育館 中学生以下

（初心者可） 1,000円/月

出雲市卓球協会ジュニア
教室事務局
山﨑さん
☎ 090-2866-6043
※申込随時

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

出雲バレーボール
スクール男子

毎月第1・第3土曜日（予定）
　14時〜17時 南中学校体育館（予定）

小学6年生〜
高校3年生　男子
※無料体験あり

3,000円/年
（保険料込み） 出雲市バレーボール連盟

事務局
米山さん
☎ 090-7132-7503
※申込随時

出雲ジュニア
バレーボール教室

「後期」
週2回（土・日）
　16時〜18時30分 高浜小学校体育館

小学3年生〜6年生  
男女

（申し出により
　　1・2年生も可）
※無料体験あり

4,000円/後期会費
（保険料込み）

エ
ク
サ

サ
イ
ズ

足腰元気会
（加齢による運動器の機
能低下予防・体力向上）

毎週木曜日（休講の場合有り）
　10時〜11時30分

県立浜山体育館
カミアリーナ 60歳以上の方 1,620円/月

NPO法人
出雲スポーツ振興21
浜山公園グループ
☎ 53-4533
※申込随時

エ
ア
ロ

ビ
ク
ス

浜山公園スポーツ教室
（平成27年3月まで
　　　　3〜4回/月）

金曜日
　19時30分〜20時30分

県立浜山体育館
カミアリーナ 一般の方 2,700円/月

ス
テ
ッ
プ

運
動

水曜日
　19時〜20時

県立浜山体育館
カミアリーナ 一般の方 2,700円/月

ヨ
ー
ガ

金曜日
　13時30分〜14時30分

県立浜山体育館
カミアリーナ

一般の方
（初心者向け） 2,700円/月

ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ

ダ
ン
ス

木曜日
　14時10分〜15時10分

県立浜山体育館
カミアリーナ 一般の方 2,700円/月

硬
式
テ
ニ
ス

火曜日
　19時〜21時

県立浜山公園
テニスコート 一般の方 2,700円/月

ボ
ー
ル
遊
び
＆

ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト

木曜日
　17時30分〜19時

県立浜山体育館
カミアリーナ 小学1〜3年生 1,620円/月

大　　　会　　　名 開　催　日　時 場　　所 参加資格／参加費 申込期限 申し込み・おたずね

第10回出雲市民卓球大会 10月26日（日）
　8時30分〜開会式

出雲体育館、
サン・アビリティーズ
いずも

【参加資格】
 ・ 市内に在住、在学、在勤する方
 ・ 出雲市内の中学、高校、大学OBの方

【参加費/団体】
 ・ 一般　1,800円/チーム
 ・ 中学・高校生1,500円/チーム
 ・ 小学生以下1,000円/チーム

【参加費/個人】
 ・ 一般　700円
 ・ 中学・高校生　500円
 ・ 小学生以下　400円

10月10日（金）
締切

大会事務局
高尾さん
☎/FAX 30-0196

出雲市
クリスマスフォークダンス
大会

11月22日（土）
　10時〜12時

パルメイト出雲
4Ｆ大ホール

【参加資格】
小学生以上の方どなたでも

【参加費】
500円/人（保険料込み）
※小・中学生無料

当日まで随時
申込可

出雲フォークダンス連盟　
会長 多久和さん
☎ 090-4141-6447

第10回出雲市
オープン卓球選手権大会

（ホープス、カブ、バンビの部）
1月17日（土）
　9時〜開会式

県立浜山体育館
カミアリーナ

【参加資格】
小学6年生以下

【参加費】
700円/人

12月19日（金）
締切

大会事務局
内田さん
☎/FAX 48-1625
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出雲市内の就職・転職状況、職に就くた
めのコツ、自分にあった職の探し方な
どを伺います。就職・転職を検討中の方
はもとより、ご家族の就職を心配され
ている方などにも大変参考になる内容
です。

託児
あり

託児
あり

pj.enamihs.omuzi.ytic@uhsukag ：  電子メール

【開催日】11月7日（金）
【時　間】19:00 ～ 20:00　【定員】30名　【受講料】無料
【会　場】ジョブ・ステーション出雲（ビッグハート出雲内）
【講　師】ハローワーク出雲　所長　菖蒲　宏

どういう人が採用されるのか
～職業紹介の現場から見えること～

就 職

就 職

生
涯
学
習
講
座

申
し
込
み
・
お
た
ず
ね

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（お持ちの方は携帯番号も）　７．託児の希望（無料）　
応募締切：平成26年１０月１７日（金）　
　　　　　　※託児希望の方は開催日の2週間前までに申込みください。
　　　　　　※定員を超えた場合は抽選になります。
　　　　　　※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。
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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。

〒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。

風の子楽習館の催し（10月）

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 募集人数(対象) 申込期間 参加費

12日(日)、
13日(月・祝) 10：00〜16：00 秋の手引ヶ丘公園祭り

普段できないものづくり体験や、ミニSL・ふわ
ふわドーム・子どもスポーツチャレンジ体験コー
ナー・消防キッズ放水体験・ペナルティキックチャ
レンジ体験・的あてルーレット・スーパーボール
すくい、屋台村などとっても楽しいイベントが盛
りだくさん。
秋の手引ヶ丘公園祭りに友達・家族で出かけよう！

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

期    日 講座名 内　容 対  象 参加費 募集人数

8（水）19：00〜 皆既月食を観察しよう 宵の東の空で久しぶりにすばらしい皆既月食を観察する 一般・子ども  無料 制限なし

17（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 制限なし

19(日）9：30〜 炭の置物を作ろう ツバキの実や松かさ等を炭化させ置物を作る 一般  無料 20名

25(土）9：00〜 つるかごつくり 浜遊の森に自生しているアケビ等を使ってカゴを編む 一般  無料 20名

26(日）9：30〜 樹木ウオッチング 出雲大社境内地のドングリのなる木、海岸に多い木、
神木の対象の木などの観察 一般  無料 20名

〒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）
※申込みは講座開催日１か月前から行います。

浜遊自然館の催し（10月）

開催日 開催時間 教室名 内　容 参加費

3日・10日・24日・31日（金） 10：00〜11：30 フォークダンス教室 運動の季節です。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

4日・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 食欲の秋！！おいしい果物、野菜を絵手紙に描いてみま
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。600円（材料費別途）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（10月）

〒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。

斐川環境学習センター
（アース館）（10月）

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代
毎週水曜日
1日・8日

15日・22日
29日

9:30〜10:30 リサイクル体操 100円

10日(金） 9：30〜11:30 エコ　トールペイン
ト教室 1,000円

10日(金） 9：30〜13:00 鍋帽子を作ろう！ 3,200円
（布代込み）

11日(土） 9：30〜11：30 裂き織り体験 200円

12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
13日（月）
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 1,700円

19日(日） 9：30〜16:30

アース館祭り（主な催し）
　・出西窯と出西生姜のコラボ
　・講演　ニホンミツバチ講座から
　・作品展示　　・陶器の絵付け

25日（土） 13：30〜16:30 布ぞうり作り教室 300円

26日（日） 13:30〜16:00 エコ・レザークラフト入門
（革小物を作ろう！） 2,500円
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出雲科学館の催し（10月）（10月）
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この他にも、イベント「きのくにロボットフェスティバル2014　全日本小中学生ロボット選手権　小学生の部　島
根県予選」（２６日）、事前の応募が必要な「鳥の巣箱をつくってみよう」（4日・5日）、「木工創作教室」（２８日）、ボ
ランティアのわくわくかがくひろば「パタパタハングライダー（4日、5日、11日～13日）」があります。詳しくは出雲
科学館（☎25‐1500）へお問い合わせください。

〒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/　
【入館料】無料　【開館時間】9:30～17:30
【休館日】10月20日（月）

月食観望会月食観望会月食観望会月食観望会

みぢかなふしぎ
　　　フォトコンテスト

みぢかなふしぎ
　　　フォトコンテスト

みぢかなふしぎ
　　　フォトコンテスト

みぢかなふしぎ
　　　フォトコンテスト

10月8日（水）18:00～ 21:00

展示期間／10月11日（土）～26日（日）10月26日（日）表彰式　
※27日（月）～11月9日（日）は入賞作品展示　投票期間10月19日（日）まで

～ふしぎ・みつける・わかちあう～

みつけよう！身近に潜む科学のふしぎ！
あたりまえに生活している日常。でもちょっと見方を変える
とたくさんのふしぎがかくれています。たくさんの人たちが

「あれ？」と気づいたふしぎをとらえた写真を展示します。
みぢかに潜んでいるたくさんのふしぎを見て、もっとも共感
できるものに、投票をお願いします。

マークのある教室は時間内に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。

事前に申し込みが必要です。ハガキや科学館ホームページ、ファクス、科学館受付カウンターのいずれかで応募
してください。

イベント 参加無料

イベント 参加無料 講 演 会 参加無料

光のブーケをつくろう光のブーケをつくろうものづくり 自由出入

10月4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）、13日（月）
◆受付時間：①9:30～12:00
　　　　　　②13:30～16:00
◆定　　員：小学2年生以下は

　　2人までにつき保護者1人同伴
◆所要時間：25分

発酵食品・塩麹をつくろう
～小さな生き物の大きなはたらき～

発酵食品・塩麹をつくろう
～小さな生き物の大きなはたらき～

実験 一般応募

10月19日（日）、21日（火）
◆時間：①10:30～11:30 ②14:30～15:30
◆定員：各回12人、中学生～大人
◆締切：10月9日（木）
◆参加費：300円

ホバークラフトでカーリングホバークラフトでカーリング
ものづくり 自由出入

10月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）
◆受付時間：①9:30～12:00、②13:30～16:00
◆定　　員：小学3年生以下は2人までにつき
　　　　　　保護者1人同伴
◆所要時間：30分

鈴木 章氏講演会鈴木 章氏講演会

10月8日は、地球の影に月がかくれる「皆既月食」が起こります。
地球のかげに少しずつかくれていく月の様子を観察しましょう。
観察場所：出雲科学館東側駐車場
※曇天・雨天時は中止です。

目には見えないけれど、大
きなはたらきをもつ微生物
たち。
私たちの生活に深くかか
わっている、この小さな生き
物たちのことを学びながら、
塩麹を作ります。

釣り糸を花束のように束ねて、光をあてると不思議な
ことがおこります。きれいな光のブーケ（花束）を作っ
て、プレゼントしてもいいかもしれませんね。
※光源は持ち帰ることができません。

2010年ノーベル化学賞を受賞された鈴木さんに、
ノーベル賞受賞までの道のりをわかりやすくお話し
いただきます。また、化学実験の演示を予定しています。

チャレンジ！教室チャレンジ！教室チャレンジ！教室 当日参加
ＯＫ

参加費
無料

自由出入

なるほど！教室

空気の力でスイスイ動くホバークラフトを作って、
カーリングゲームで遊びましょう。

事前の応募
が必要

事前の応募
は不要

出雲市合併10周年記念

“ 科学の重要性 ”
小学4年生以上
出雲科学館サイエンスホール
300人
入場無料（当日入場整理券が必要です）

2010年  ノーベル化学賞受賞

10月12日（日）14:00～16:00

すず　　　　き　　　　　あきら

対　　象
演　　題

場　　所
定　　員

主催：出雲市、出雲市教育委員会
共催：中国電力株式会社

P18【出雲科学館】.indd   1 2014/09/03   14:26
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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。

〒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。

風の子楽習館の催し（10月）

開催日 時　間 イベント名 内　　　　容 募集人数(対象) 申込期間 参加費

12日(日)、
13日(月・祝) 10：00〜16：00 秋の手引ヶ丘公園祭り

普段できないものづくり体験や、ミニSL・ふわ
ふわドーム・子どもスポーツチャレンジ体験コー
ナー・消防キッズ放水体験・ペナルティキックチャ
レンジ体験・的あてルーレット・スーパーボール
すくい、屋台村などとっても楽しいイベントが盛
りだくさん。
秋の手引ヶ丘公園祭りに友達・家族で出かけよう！

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

期    日 講座名 内　容 対  象 参加費 募集人数

8（水）19：00〜 皆既月食を観察しよう 宵の東の空で久しぶりにすばらしい皆既月食を観察する 一般・子ども  無料 制限なし

17（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 制限なし

19(日）9：30〜 炭の置物を作ろう ツバキの実や松かさ等を炭化させ置物を作る 一般  無料 20名

25(土）9：00〜 つるかごつくり 浜遊の森に自生しているアケビ等を使ってカゴを編む 一般  無料 20名

26(日）9：30〜 樹木ウオッチング 出雲大社境内地のドングリのなる木、海岸に多い木、
神木の対象の木などの観察 一般  無料 20名

〒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）
※申込みは講座開催日１か月前から行います。

浜遊自然館の催し（10月）

開催日 開催時間 教室名 内　容 参加費

3日・10日・24日・31日（金） 10：00〜11：30 フォークダンス教室 運動の季節です。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

4日・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 食欲の秋！！おいしい果物、野菜を絵手紙に描いてみま
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。600円（材料費別途）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（10月）

〒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。

斐川環境学習センター
（アース館）（10月）

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代
毎週水曜日
1日・8日

15日・22日
29日

9:30〜10:30 リサイクル体操 100円

10日(金） 9：30〜11:30 エコ　トールペイン
ト教室 1,000円

10日(金） 9：30〜13:00 鍋帽子を作ろう！ 3,200円
（布代込み）

11日(土） 9：30〜11：30 裂き織り体験 200円

12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
13日（月）
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 1,700円

19日(日） 9：30〜16:30

アース館祭り（主な催し）
　・出西窯と出西生姜のコラボ
　・講演　ニホンミツバチ講座から
　・作品展示　　・陶器の絵付け

25日（土） 13：30〜16:30 布ぞうり作り教室 300円

26日（日） 13:30〜16:00 エコ・レザークラフト入門
（革小物を作ろう！） 2,500円
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