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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　
⑤15：45～16：15

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～、
200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。

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！
しいたけ植菌体験

内　　容 募集人数(対象) 申込期間 参加費
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

限定90本
1人2本まで 予約不要 1本700円

〒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（2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

22日（日） 9：30～11：30 ひなあられを
作ろう！

ひな祭りは、女の子のすこやかな成長を祈る節句
の年中行事です。そんなひな祭りにかかせない昔
ながらのお菓子‘ひなあられ’を作ろう！
カラフルに色づけをしたかわいいひなあられで桃
の節句を祝おう！

20名（先着順）
子ども～大人

（小学3年生以下
は保護者同伴）

2月12日（木）
～19日（木） 200円/1人

〒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（2月）

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 寒い季節こそ、フォークダンスで身体を動かし、運動

不足を解消しましょう。 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 2月の美しい景色や植物を絵手紙で描いてみませんか？ 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。
お花がますます好きになります。 600円（材料費別途）

〒699－0624 斐川町上直江2469番地　☎ 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

アクティーひかわ（2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）（2月）

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

1日（日） 9：30～11：30 裂き織り体験　
【定員7名】 200円

1日（日） 13:30～15:30
肥料用ぼかし作り

【定員15名】
10Kg持ち帰りできます。

1,300円

毎週水曜日
4日・11日

18日・25日
9:30～10:30 リサイクル体操 100円

9日（月）
23日（月） 13：30～16：30 エコ・ペーパークラフト

教室 200円

10日（火） 13：00～16:00 第2回　コンニャク作り教室
お持ち帰りできます。 700円

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

13日(金） 9：30～11:30 エコ　トールペイント教室 1,000円

15日(日） 13:30～15:30
生ごみ用ぼかし作り

【定員15名】
3Kg持ち帰りできます。

500円

15日(日） 13:00～16:00 エココンロ作り教室 6,000円

18日(水） 13:30～15:30 野の花教室 1,700円

28（土） 13：30～16:30 布ぞうり作り教室
【定員8名】 300円

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

期    日 講座名 内　容 対  象 参加費 募集人数

15日（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 500円 20名

21日（土）9：00～ 環境にやさしい紙バンド手芸 春待ちかごをつくる 一般 900円 20名

22日（日）9：30～ しいたけを育てよう しいたけ菌を植えてしいたけを育てる 一般 700円（1本） 20名

アクティー
フェスタ2015

◆と　き／ 3月8日（日）　作品展示・発表会　　
◆場　所／アクティーひかわ
　　　　＜作品展示＞洋裁・フラワーアレンジ・いけ花・絵手紙・パッチワークetc
　　　　＜発 表 会＞フォークソング・日本舞踊・なぎなた・フォークダンス・筝曲・空手ほか
◆入場料／ 無料（全席自由）
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出雲科学館の催し（2月）（2月）
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この他にも、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「吹き上げ風車をつくろう」などがあります。くわしくは出雲科学館
（☎25‐1500）へお問い合わせください。

〒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】2月16日（月）

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（9時30分）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人につき2枚まで、代理人受け取り可能です。（ただし、保護者同伴が必要な方は代理人になれません）　整理券

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場合もあります。自由出入

なるほど！教室 事前に申し込みが必要です。電話、ハガキ、科学館ホームページ、FAX、科学館受付カウンターのいずれかで応募ください。応募方法

◆所要時間20分程度
◆各回先着12組
　（1組1～4人）

出雲科学館  人気教室メドレー

つみっこ早積み競争

２月の出雲科学館は「人気教室メドレー」！
これまでに開催した教室の中から、特に人気の高かった教室をもう一度開催します。
実験やものづくり、木工教室、以前参加した人も、初めて参加する人も、もう一度あの教室を楽しんでみませんか。

①11:40～12:00 ②14:00～14:20 ③15:00～15:20①11:40～12:00 ②14:00～14:20 ③15:00～15:20
7日（土）、8日（日）、11日（水・祝）、14日（土）、15日（日）、21日（土）
22日（日）、28日（土）、3月1日（日）

参加費無料イベント

出雲科学館オリジナル積み木「つみっこ」を使って、早積み競争を開催します！　
3分の制限時間で、どれだけ高くつみっこを積み上げられるか友達や家族と一緒に協力して、挑戦しましょう。
1位の方には景品をプレゼントします！

人気教室メドレー　第１弾 整理券

化石のレプリカをつくろう　

◆所要時間50分　

①10:30～ ①10:30～ 
②13:30～ ②13:30～ 
③15:30～③15:30～7日（土）、8日（日）、11日（水・祝）

人気教室メドレー　第２弾 自由出入

♡や★や
　いろんなかたち！
かわいい木の小物をつくろう

◆所要時間40分　

①9:30～12:00 ①9:30～12:00 
②13:30～16:00②13:30～16:00

人気教室メドレー　第３弾 整理券

何度でもあったか
使い捨てないカイロ
　　　　をつくろう

◆◆所要時間60分　所要時間60分　

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

21日（土）、22日（日）

人気教室メドレー　第４弾 整理券

牛乳の大変身！
～カッテージチーズ
　　　をつくろう～

◆◆所要時間45分　所要時間45分　

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

◆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

◆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

◆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

◆小学3年生以下は1人につき保護者1人同伴

※牛乳を使用するため、アレルギーの
　ある方は参加の際にご注意ください。

28日（土）、3月1日（日）

11日（水・祝）、14日（土）、15日（日）

開催日 開催時間 教　室　名 募集人員 応募しめきり 参加費

14日（土）、
15日（日）

①10:30 ～ 12:10
②14:30 ～ 16:10

Ｌ☆Ｓ　電気の教室
発電実験！
手回し発電機をつくろう！

小学６年生～
中学３年生
各回８人

２月３日
(火） 無料

19日（木）

工作室　10:00 ～ 15:30
（12:00 ～ 13:30昼休憩）
木工室　①10:00 ～ 12:00
　　　　②13:30 ～ 15:30
時間内自由出入り

木工創作教室
工作室７人

木工室各４人
計15人

２月10日
(火)

工作室400円
木工室500円

28日（土）、
3月1日（日）

①10:00 ～ 11:30
②13:30 ～ 15:00

親子で染物に挑戦！
～身近な物で
　　　染めてみよう～

小学生以上各回９組
（１組2 ～ 5人）

※応募の際希望日時を第2希　 
望まで明記してください。

2月18日
（水） 300円

3月6日（金）、
7日（土）

18:00 ～ 20:00
曇天時は
18:00 ～ 19:00

星空観察を楽しもう
～冬の星座と
　　　月・木星・金星～

各18組
中学生以下は
保護者同伴

小学生未満入室禁止

3月1日
（日） 無料
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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　
⑤15：45～16：15

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～、
200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。

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！
しいたけ植菌体験

内　　容 募集人数(対象) 申込期間 参加費
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

限定90本
1人2本まで 予約不要 1本700円

〒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（2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

22日（日） 9：30～11：30 ひなあられを
作ろう！

ひな祭りは、女の子のすこやかな成長を祈る節句
の年中行事です。そんなひな祭りにかかせない昔
ながらのお菓子‘ひなあられ’を作ろう！
カラフルに色づけをしたかわいいひなあられで桃
の節句を祝おう！

20名（先着順）
子ども～大人

（小学3年生以下
は保護者同伴）

2月12日（木）
～19日（木） 200円/1人

〒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（2月）

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 寒い季節こそ、フォークダンスで身体を動かし、運動

不足を解消しましょう。 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 2月の美しい景色や植物を絵手紙で描いてみませんか？ 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。
お花がますます好きになります。 600円（材料費別途）

〒699－0624 斐川町上直江2469番地　☎ 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

アクティーひかわ（2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）（2月）

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

1日（日） 9：30～11：30 裂き織り体験　
【定員7名】 200円

1日（日） 13:30～15:30
肥料用ぼかし作り

【定員15名】
10Kg持ち帰りできます。

1,300円

毎週水曜日
4日・11日

18日・25日
9:30～10:30 リサイクル体操 100円

9日（月）
23日（月） 13：30～16：30 エコ・ペーパークラフト

教室 200円

10日（火） 13：00～16:00 第2回　コンニャク作り教室
お持ち帰りできます。 700円

開催日 開催時間 教室名 参加費・材料代

13日(金） 9：30～11:30 エコ　トールペイント教室 1,000円

15日(日） 13:30～15:30
生ごみ用ぼかし作り

【定員15名】
3Kg持ち帰りできます。

500円

15日(日） 13:00～16:00 エココンロ作り教室 6,000円

18日(水） 13:30～15:30 野の花教室 1,700円

28（土） 13：30～16:30 布ぞうり作り教室
【定員8名】 300円

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

期    日 講座名 内　容 対  象 参加費 募集人数

15日（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 500円 20名

21日（土）9：00～ 環境にやさしい紙バンド手芸 春待ちかごをつくる 一般 900円 20名

22日（日）9：30～ しいたけを育てよう しいたけ菌を植えてしいたけを育てる 一般 700円（1本） 20名

アクティー
フェスタ2015

◆と　き／ 3月8日（日）　作品展示・発表会　　
◆場　所／アクティーひかわ
　　　　＜作品展示＞洋裁・フラワーアレンジ・いけ花・絵手紙・パッチワークetc
　　　　＜発 表 会＞フォークソング・日本舞踊・なぎなた・フォークダンス・筝曲・空手ほか
◆入場料／ 無料（全席自由）
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