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出雲科学館の催し（7月）（7月）

おもしろ！ビックリ！サイエンスショーおもしろ！ビックリ！サイエンスショーおもしろ！ビックリ！サイエンスショーおもしろ！ビックリ！サイエンスショー

ぐるぐる発電実験室ぐるぐる発電実験室ぐるぐる発電実験室ぐるぐる発電実験室第1弾第1弾第1弾第1弾

おもしろい科学実験に感動！いろんな科学でビックリ！毎年恒例の「おもしろ！ビックリ！サイエンスショー」
達人たちの熱い実験ショーをお楽しみください。
第１弾は７月、第２～５弾は8月開催です。

7月25日（土）・26日（日）　①10:40～②13:00～③14:40～
講師 ： 出雲科学館　日野武志

所要時間30分

イベント 観覧無料

この他にも、応募教室「木工創作教室　初級編」（15日　※締切4日）、「木工創作教室」（17日　※締切6日）、ボランティアさんのわくわくかが
くひろば「ガリガリとんぼをつくろう」（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】7月13日（月）

※10月1日（木）から毎週月曜日が休館日となります。
　ただし長期休業期間中（夏休み等）は休まず開館します。

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

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

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
企　画　展

「再現！戦国大名・
        大内氏の御膳」

体験教室 関連講演会

速　報　展

「弥生人の方法で
　ご飯を炊いて食べよう！」

ギャラリートーク

夏のイベント
開催中

14：00～16：00　

よすみちゃん

～8月31日（月）
7月4日（土）

出雲弥生の森博物館職員リレー講座
「遺構が語る出雲大社－近年の発掘調査成果－」

「鰐淵寺の文化財～寺宝と発掘調査成果～」

7月20日（月・祝） 14:00～16:00 8月9日（日） 14:00～16:00

7月18日（土） 
　　　14:00～15:00

7月11日（土）～8月31日（月）

弥生・青銅器でつながる4館をめぐりスタンプを集めよう。

◆スタンプ２個で ◆スタンプ4個で
温泉割引券 ４館缶キーホルダー

夏のクイズ
スタンプラリー開催！！
夏のクイズ
スタンプラリー開催！！

ご　　馳　　走

「出雲の『ごっつぉ』
　　　　  の考古学」

「出雲の『ごっつぉ』
　　　　  の考古学」

事前に電話・FAX・博物館ホームページでお申込みください。

教　室　名 内容 開催日 開催時間 所要時間 募集人員

たたき染めでしおりをつくろう

植物の葉を観察しなが
ら、植物で染める染物
を作ります。

4日（土）・5日（日）
11日（土）・12日（日）

①10:30 ～　
②13:30 ～　
③15:30 ～

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

マイマイテープカッターをつくろう

マイマイ（カタツムリ）
の形をしたミニテープ
カッターを作ります。

18日（土）、19日（日）
①10:30 ～　
②13:30 ～　
③15:30 ～

60分
各回先着16人

小学3年生以下は1人につき
保護者1人同伴

ストロー笛♪サンポーニャ
身近にあるストローを
使って笛を作ります。 18日（土）～ 24日（金）

受付時間
① 9:30 ～12:00
②13:30 ～16:00

30分 小学2年生以下は
保護者同伴

ゼリーをとかしたのはだ～れ？

ゼリーを作って実験し
ながら、固まるしくみ
を調べます。

21日（火）～ 24日（金）

① 9:45 ～　
②11:15 ～　
③13:45 ～
④15:30 ～

55分
各回先着18人

小学3年生以下は2人までに
つき保護者1人同伴

ドライアイスで
　シャーベットをつくろう！

実験でドライアイスの
不思議を調べながら、
シャーベットを作りま
す。

25日（土）～ 28日（火）

① 9:45 ～　
②11:15 ～　
③13:45 ～
④15:30 ～

45分
各回先着24人

小学2年生以下は１人につき
保護者1人同伴

コロコロやじろべえをつくろう

重心の調整をしてバラ
ンスをとって綱渡りを
するやじろべえを作り
ます。

25日（土）～ 30日(木)
受付時間
① 9:30 ～12:00
②13:30 ～16:00

30分 小学2年生以下は2人までに
つき保護者１人同伴

夏の思い出
　宝物ボックスをつくろう

海でひろった貝殻や、
きれいな石ころなど、

「宝物ボックス」に入れ
て飾ります。

29日（水）～ 31日（金）
8月3日（月）～ 6日（木）

①10:00 ～　
②13:30 ～　
③15:30 ～

60分
各回先着16人

小学3年生以下は1人につき
保護者1人同伴

教　室　名 内容 開催日 時間 募集人員 しめきり 参加費

星空観察を楽しもう
～夏の星座・木星・金星・土星～
※応募の際、希望日時を第２希望まで明記してください。

夏の星座を探したり、
1組1台 の 望 遠 鏡 を
使って惑星を観察しま
す。

10日（金）・11日（土）
19:00 ～ 21:00
※曇天時は20:00
まで

10組
中学生以下は
保護者同伴

小学生未満入室禁止

7月1日
（水）

無料

レベルアップ☆サイエンス

～生命の教室～
命をつなぐ動物たちのくふう
※応募の際、希望日時を第３希望まで明記してください。

タニシを解ぼうして、
赤ちゃんがどのように
生まれてくるのか調べ
ながら、命をつなぐた
めの工夫について探っ
ていきます。

11日（土）・12日（日） ①10:30 ～ 12:00
②14:30 ～ 16:00

各回8人
小学5年生～
中学3年生

7月2日
（木） 無料

木　工

観　察

実　験

実　験

整理券

整理券

自由出入

整理券

ものづくり

ものづくり

実　験 整理券

自由出入ものづくり

木　工 整理券
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夏の図書館たのしさいっぱい
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おたずね・申込は各図書館まで
出雲中央図書館（☎21－0487）
平 田 図 書 館（☎63－4010）
佐 田 図 書 館（☎84－9050）
海辺の多伎図書館（☎86－7077）
湖 陵 図 書 館（☎43－3309）
大 社 図 書 館（☎53－6510）
ひかわ図書館（☎73－3990）

図書館のイベントは参加無料です。

ウキウキ
ワクワク

開館時間延長のお知らせ
出雲中央図書館・ひかわ図書館は、7月18日（土）から8月30日（日）までの
間、9時から開館します。（閉館時間は19時です）

出雲中央図書館　　　☎21−0487

夏休み！ワクワク福袋
職員おすすめ本を貸出。限定100セット、1人1セットのみ
※予約不可、なくなり次第終了します。
◇と　き　7月17日（金）　　◇対　象　幼児・児童

楽天いどうとしょかん・ワイワイおはなし会
本をみたり、電子書籍の体験とおはなし会も。
◇と　き　7月25日（土）10時30分〜12時

11時〜 11時30分には、小道具をつかったおはなし
や手遊びをする「ワイワイおはなし会」（当日受付、
定員50名程度）も開催

◇対　象　幼児〜小学校低学年　　◇申込不要

おはなしさんぽまつり
ボランティアグループ「おはなしさんぽ」によるおはなし会
◇と　き　8月1日（土）13時30分〜14時30分
◇対　象　幼児・児童　　◇申込不要

佐田図書館　　　　　☎84−9050

夏の夜のおはなし会
ボランティアグループ「おはなしパンやさん」による昔話などを
覚えて語るストーリーテリング
◇と　き　7月11日（土）19時〜20時
◇対　象　小学生以上　※夜間のため要保護者同伴
　　　　　（定員30名）
◇事前申込必要

海辺の多伎図書館　　☎86−7077

おはなしのとびら夏休みスペシャル
読み聞かせサポーター「きらりんこ」によるおはなし会
ぬいぐるみを持参して図書館に預け、翌日15時以降に返却する「ぬいぐるみおとまり会」（要ぬいぐるみ持参）も開催
◇と　き　8月7日（金）19時30分〜20時15分　　◇対　象　幼児・児童　※夜間のため要保護者同伴
◇おはなし会のみの参加は申込不要　ぬいぐるみおとまり会の参加は事前申込必要（定員15名）※申込締切8月2日（日）

湖陵図書館　　　　　☎43−3309

おはなしの時間夏休みスペシャル
ボランティアグループ「こりょうブックフレンド」による昔話など
を覚えて語るストーリーテリング
◇と　き　7月25日（土）10時30分〜11時30分
◇対　象　幼児・小学校低学年（定員30名）
◇申込不要

平田図書館　　　　　☎63−4010

たなばた会
職員とボランティアによる絵本の読み聞かせなど
◇と　き　7月5日（日）14時〜15時
◇対　象　小学生以下　　◇申込不要

大社図書館　　　　　☎53−6510

夏のおはなし会
ボランティアグループ「おはなしだんだん」による、昔話などを
覚えて語るストーリーテリング
◇と　き　8月1日（土）10時30分〜11時30分
◇場　所　大社文化プレイス
◇対　象　4歳〜　　◇申込不要

おはなし玉手箱
ボランティアグループ「でんでんむしボランティア」によるおは
なし会
◇と　き　8月8日（土）10時30分〜11時30分
◇場　所　大社文化プレイス
◇対　象　乳幼児、児童　　◇申込不要

ひかわ図書館　　　　☎73−3990

夏の夜のおはなし会
ボランティアグループ「おはなしベンジャミン」「おはなしパ
レット」による昔話などを覚えて語るストーリーテリング
◇と　き　8月8日（土）19時〜20時
◇対　象　小学生以上　※夜間のため要保護者同伴
◇申込不要

英語の読み聞かせ
国際交流員による英語の絵本の読み聞かせなど。　◇対象　幼児・小学校低学年
【出雲中央図書館】	 7月13日（月） 8月17日（月）16時〜16時30分　要申込（定員25名）
【平田図書館】	 8月 6日（木）16時〜16時30分　申込不要（定員なし）
【海辺の多伎図書館】	 7月14日（火）16時〜16時30分　申込不要（定員15名）
【大社図書館】	 7月22日（水）16時〜16時30分　申込不要（定員15名）
【ひかわ図書館】	 7月24日（金）10時30分〜11時　申込不要（定員なし）

リサイクル市
図書館で不用になった雑誌や図書を無料で
提供します。
【出雲中央図書館】
　　7月　3日（金）〜　5日（日）
【海辺の多伎図書館】
　　7月18日（土）〜20日（月・祝）
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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（7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（7月）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（7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）（7月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
裂き織り体験【定員7名】 1日（水） 9:30〜11:30 400円

リサイクル体操 毎週水曜日
1日・8日・15日・22日・29日 9:30〜10:30 150円

エコ・トールペイント教室 10日（金） 9:30〜11:30 1,200円

エコ・ペーパークラフト教室 13日（月）
27日（月） 13：30〜16：30 300円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

野の花教室 15日（水） 13:30〜15:30 1,900円

布ぞうり作り教室
【定員8名】 18日（土） 13:30〜16:30 500円

エココンロ作り教室 19日（日） 13:00〜16:00 7,000円

柿渋作り 26日（日） 10:00〜12:00 400円

講座名 内　　　容 開催日 時間 対  象 募集人数 参加費
エコにつながる物作り！
牛乳パックで可愛いバス
ケットを作りましょう!!

牛乳パックを使ってオリジナルバスケットを作ります
（4パック使用） 12日（日） 9:30〜 一般 20名 500円 

お花（押し花）のオリジナルもの
さしで、２学期をむかえよう!! 

小さな押し花を使って、自分だけのものさしを作ります。
本物のお花をものさしに閉じ込めるなんて、ステキですよね♡ 25日（土） 9:30〜 一般・子ども 10名 500円 

夏の星座観察会 この季節に見られる星座を観察します  25日（土）20:00 〜 一般・子ども  無制限 無料 

夏休み工作
ペットボトルロケットを空高く
飛ばそう!!

ペットボトルを利用して作ったロケットを空気と水の圧
力で空高く飛ばします 26日（日） 9:30〜 

子ども
（低学年は
保護者同伴）

10名 200円

教　室　名 内　　　　容　　　【 所要時間（目安）・参加費 】 開催日 時　間

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。

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

夏休み工作
要予約

夏休みの工作をお手伝いします。エコな視点で自然素材などを活用して、
みんなの夏休みを応援します。なお、詳しい工作内容・制作時間等はホー
ムページ（6月下旬掲載予定）や電話で確認のうえ、予約ください。
※対象：小学生

夏休み期間中の
木曜日と金曜日
（31日、8月20日

を除く）

9:30〜17:00
途中休憩有

※制作時間及び日数は
工作内容による

◆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。

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

野外クッキングを
体験しよう！

燃料は焚き木と炭。ダッチオーブンで調理します。
旬の食材を使って‘香ばしいピザ’と‘ワイルドな
パイ’作りにチャレンジだ！　　

11日（土） 9:00〜12:30 8家族（先着順） 7月2日（木）〜
7月9日（木）

1,800円/
家族

夜遊び探検隊③
セミの羽化を
観察しよう！

夜の手引ヶ丘公園を散策しながら羽化しそうなセ
ミを探して観察してみよう！（雨天中止） 18日（土） 19:00〜21:30 子どもと保護者

10組（先着順）
7月9日（木）〜
7月16日（木） 100円/人

◆事前申込（電話で申し込み・先着順）　※受付時間 ： 10:00 ～18:30 ※子どもの体験を主な目的とするため大人のみの参加はご遠慮する場合があります。

教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 暑い季節を迎えるために、フォークダンスで楽しく身
体づくりをしてみませんか？

3日・10日
24日・31日（金） 10：00〜11：30 1,500円/月

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。

4日・11日・25日（土） 14：00〜15：30
無料

9日・23日(木） 19：00〜20：30

絵手紙教室 ７月の美しい花々を絵手紙で描いて、誰かにお便りして
みませんか？ 10日（金） 13:30〜15:30 600円（材料費別途）

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。
7月は大かごでアレンジします。 18日（土） 14:00〜16:00 600円（材料費別途）
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