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〒699－0904
多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644

【休館日】火曜日風の子楽習館の催し（4月）

〒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（4月）

開催日 開催時間 教室名 内　容 参加費

3日・10日
17日・24日（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 楽しいダンスで、身体と頭の体操をみなさんと一緒に

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 身近な春を探して、楽しい仲間たちといっしょに絵手紙
を描いてみませんか？ 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（4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）（4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 150円

4日（土） 9:30～11:30 裂き織り体験　
【定員7名】 400円

5日（日） 14:00～15:30 芋塾
サツマイモで『幸せ感』 400円

10日(金） 9:30～11:30 エコ　トールペイント教室 1,200円

12日（日） 10:00～12:00 野の花談議
『花の郷』で観察しよう 400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 300円

15日(水） 13:30～15:30 野の花教室 1,900円

19日(日） 13:00～16:00 エココンロ作り教室 7,000円

25日（土） 9：00～13:00 筍掘り【定員25名】
主催：島根自然保護協会 800円

25日（土） 13：30～16:30 布ぞうり作り教室
【定員8名】 500円

期    日 講座名 内　容 対  象 参加費 募集人数

4日（土）19:00～ 皆既月食を観察しよう みんなで皆既月食を観察しよう。 一般・子ども 無料 制限なし

12日（日）13:30～ まんまるがまぐち作り ちょこっと手縫い、そしてボンドと工具を使って、
初心者の方でも素敵ながまぐちのお財布が作れます。 一般 600円 10名

26日（日） 9:30～ お手軽簡単料理を作りま
しょう いつでも使える簡単おかず 一般 500円 20名

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、
200円）竹のスカイシャトル（30分、150円）竹の万華鏡（30分、250円）竹の
紙鉄砲（30分、150円）などその他にもたくさんの体験学習ができます。

◆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 イベント名 内　　　　容 募集人数(対象) 申込期間 参加費

11日（土） 9:30～12:30 春来たり！
山野草てんぷら会

自然観察ゲームをしながら眺望のよい丘までハイ
キング。遊歩道で山野草をつみ、後でてんぷらに
して食べてみよう！雨天中止　

30名 4/2(木)～
4/9(木)

大人300円
子ども200円

26日（日）

午前の部　　　　
9:30～11:00

午後の部
13:15～14:45

タケノコ掘りデー
手引ヶ丘公園内の竹林でタケノコ掘りを体験し
よう！
※天候及び生育状況により中止する場合もあり
ます。　　　　　　　　

各8家族
（先着順）

4/16(木)～
4/23(木) 100円/人

◆事前申込（電話で申し込み・先着順） ※受付時間 ： 10:00 ～17:30
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出雲科学館の催し（4月）（4月）
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この他にも、応募教室「木工創作教室・初級編」（4月27日）、「木工創作教室」（4月28日）、ボランティアさんのわくわくかがくひろば
「よく飛ぶ紙ひこうきをつくろう」（４日・５日・11日・12日）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】4月20日（月）

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。応募方法なるほど！教室

皆既月食観望会皆既月食観望会皆既月食観望会皆既月食観望会
4日（土）19:30 ～ 21:30

4月4日は、地球の影に月が
かくれる「皆既月食」が起こ
ります。
望遠鏡を使って月の様子を
観察しましょう。また、会場
では望遠鏡で見た月をモニ
ターに投影します。他にも
この日は木星や金星も観察
することができます。

自由出入観察 参加費無料

ひかり展
～光のひみつ調べ隊～
ひかり展
～光のひみつ調べ隊～
ひかり展
～光のひみつ調べ隊～
ひかり展
～光のひみつ調べ隊～

19日（日）まで 9:30～17:30

企画展 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（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2枚まで、代理人受取可能です。（ただし、保護者同伴が必要な方は代理人に
なれません）　チャレンジ！教室チャレンジ！教室チャレンジ！教室 参加費

無料

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

2015年は「光および光に関する科学技術
の国際年」です。
光の性質や、人類の歴史とともに進歩して
きた光技術を紹介します。知っているよう
で知らない、光のひみつを調べよう！

出雲科学館の催し出雲科学館の催し出雲科学館の催し出雲科学館の催し出雲科学館の催し出雲科学館の催し出雲科学館の催し

☆灯りの歴史を知る
　た き 火 か らLEDま で、
灯りの進歩をたどります。

☆光技術を見る
　身近なものやロボット・
通信などに使われている
光技術を紹介します。

☆光の性質を体験する
　光って何？そんな光の
ひみつを調べましょう。

※関連教室も開催します

観察場所：出雲科学館東側
　　　　 駐車場
※曇天・雨天時は中止です。

開催日 開催時間 教　室　名 所要時間 募集人員

3月30日(月) ～
　　  4月2日(木)

受付時間
①  9:30 ～ 12:00
②13:30 ～ 16:00 春の草花でしおりをつくろう

20分
小学2年生以下は3人までにつき

保護者1人同伴
（※H27年3月31日時点で2年生の人）

3月30日(月)・31日(火)
4月2日(木)

①10:30 ～
②13:30 ～
③15:30 ～ いろんな砂で絵を描こう！

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
（※H27年3月31日時点で2年生の人）

2日(木) ～ 5日(日)
①10:45 ～
②13:30 ～
③15:00 ～ 八角形のカラコロシロホンをつくろう

60分
各回先着16人

小学3年生以下は2人までにつき
保護者1人同伴

3日(金) ～ 7日(火) ①10:00 ～ ②11:30 ～　
③14:00 ～ ④15:00 ～

企画展関連教室
光ってなんだろう？
きみも今日から光調べ隊！

30分 各回先着24人
小学2年生以下は保護者同伴

11日(土)・12日(日)
18日(土)・19日(日)

①10:30 ～
②13:30 ～
③15:30 ～

企画展関連教室
光はカクカク折れ曲がる！？
きらきらボックスをつくろう

45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

18日(土)・19日(日)
25日(土)・26日(日)
29日(水・祝)

受付時間
①  9:30 ～ 12:00
②13:30 ～ 16:00 顕微鏡で見てみよう

20分 小学2年生以下は保護者同伴

25日(土)・26日(日)
29日(水・祝)

5月9日(土)・10日(日)

①10:30 ～ ②11:30 ～　
③13:30 ～ ④15:30 ～ 音でおどるヘビ

30分
各回先着24人

小学2年生以下は３人までにつき
保護者1人同伴

開催日 時間 教　室　名 募集人員 しめきり 参加費

24日(金)
25日(土)

19:00 ～ 21:00
曇天時
19:00 ～ 20:00

星空観察を楽しもう
～春の星座と月・木星・金星～
※応募の際、希望日を第2希望まで明記してください。
※曇天・雨天時にはプラネタリウムで星空解説を行います。

各回10組
中学生以下は保護者同伴

※小学生未満は
入室できません

4月18日(土) 無料

実　験

実　験

ものづくり

実　験

整理券

整理券

整理券

整理券

自由出入

整理券

自由出入

観　察

木　工

ものづくり

★
★
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〒699－0904
多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644

【休館日】火曜日風の子楽習館の催し（4月）

〒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（4月）

開催日 開催時間 教室名 内　容 参加費

3日・10日
17日・24日（金） 10：00～11：30 フォークダンス教室 楽しいダンスで、身体と頭の体操をみなさんと一緒に

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 身近な春を探して、楽しい仲間たちといっしょに絵手紙
を描いてみませんか？ 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（4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）（4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 150円

4日（土） 9:30～11:30 裂き織り体験　
【定員7名】 400円

5日（日） 14:00～15:30 芋塾
サツマイモで『幸せ感』 400円

10日(金） 9:30～11:30 エコ　トールペイント教室 1,200円

12日（日） 10:00～12:00 野の花談議
『花の郷』で観察しよう 400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 300円

15日(水） 13:30～15:30 野の花教室 1,900円

19日(日） 13:00～16:00 エココンロ作り教室 7,000円

25日（土） 9：00～13:00 筍掘り【定員25名】
主催：島根自然保護協会 800円

25日（土） 13：30～16:30 布ぞうり作り教室
【定員8名】 500円

期    日 講座名 内　容 対  象 参加費 募集人数

4日（土）19:00～ 皆既月食を観察しよう みんなで皆既月食を観察しよう。 一般・子ども 無料 制限なし

12日（日）13:30～ まんまるがまぐち作り ちょこっと手縫い、そしてボンドと工具を使って、
初心者の方でも素敵ながまぐちのお財布が作れます。 一般 600円 10名

26日（日） 9:30～ お手軽簡単料理を作りま
しょう いつでも使える簡単おかず 一般 500円 20名

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、
200円）竹のスカイシャトル（30分、150円）竹の万華鏡（30分、250円）竹の
紙鉄砲（30分、150円）などその他にもたくさんの体験学習ができます。

◆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 イベント名 内　　　　容 募集人数(対象) 申込期間 参加費

11日（土） 9:30～12:30 春来たり！
山野草てんぷら会

自然観察ゲームをしながら眺望のよい丘までハイ
キング。遊歩道で山野草をつみ、後でてんぷらに
して食べてみよう！雨天中止　

30名 4/2(木)～
4/9(木)

大人300円
子ども200円

26日（日）

午前の部　　　　
9:30～11:00

午後の部
13:15～14:45

タケノコ掘りデー
手引ヶ丘公園内の竹林でタケノコ掘りを体験し
よう！
※天候及び生育状況により中止する場合もあり
ます。　　　　　　　　

各8家族
（先着順）

4/16(木)～
4/23(木) 100円/人

◆事前申込（電話で申し込み・先着順） ※受付時間 ： 10:00 ～17:30
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