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〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日、年末年始（36ページをご覧ください。）
※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）（12月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

リサイクル体操 毎週水曜日
2日・9日・16日・23日 9：30〜10：30 150円

裂き織り体験【定員7名】 6日（日） 9：30〜11：30 400円

そば打ち体験【定員10名】 13日（日）
20日（日） 13：30〜15：30 900円

エコ・ペーパークラフト教室 14日（月） 13：30〜16：30 300円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

羽子板・扇形飾り作り 15日（火） 9：30〜11：30 2,200円

野の花教室 16日（水） 13:30〜15:30 1,900円

こんにゃく作り体験 18日（金） 13：00〜16：00 800円

布ぞうり作り教室
【定員8名】 19日（土） 13:30〜16:30 500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）、年末年始（36ページを
ご覧ください。）
※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（12月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 対  象 募集人数 参加費

干支の絵馬づくり 和紙や水引を使って絵馬をつくります。 5日 (土） 9：30〜 一般 20名  750円 

しめ縄・しで作り  手作りのしめ縄で正月を迎えよう。 13日 (日） 9:30〜 一般  20名  200円  

羽子板飾り作り 結納の水引等（各自持参）を利用して羽子板を作ります。 19日 (土） 9：30〜 一般 20名 2,200円 

春を待つ花をいけよう  年の瀬の植物の自然の姿をとらえ花や実ものをいけます。  20日 (日） 9:30〜 一般  15名  1,000円  

ミニ門松作り  竹・松・葉牡丹・千両・南天などで門松を作ります。  23日 (水・祝） 14：00〜 一般・子ども 30名  600円

〒699－0624　斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411
【休館日】アクティーひかわ　　　　12月29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（12月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 寒い季節、風邪に負けないよう、フォークダンスで身
体を動かしましょう！

4日・11日・
18日・25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。

5日・12日・26日（土） 14：00〜15：30
無料

10日・24日（木） 19：00〜20：30

絵手紙教室 忙しい季節ですが、絵手紙で心がほっこりする年賀状を
書いてみませんか？ 11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。
12月は「お正月アレンジメント」です。 19日（土） 14:00〜16:00 600円（材料費別途）

〒699－0904
多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644

【休館日】火曜日、年末年始（36ページをご覧ください。）風の子楽習館の催し（12月）

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
⑤15：45〜16：15

◆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

風の子楽習館
クリスマス会

今年も楽しい風の子楽習館クリスマス会を開催しま
す！子ども向けコンサート（無料）、ミニクリスマスツ
リーづくりやサンタクロースのいるフィンランドの
クッキー作りなどクリスマスにちなんだ体験学習が
盛りだくさん！体験学習をすればビンゴゲーム(先着
150名のお子様)に参加できるよ！

6日（日） 10：00〜16：00 どなたでも
参加できます

申込みの必要は
ありません

体験学習等は
実費

餅つきを
体験しよう！

正月といえばお餅。餅は日本に古くから伝わる食文化
です。この歴史ある食べ物を昔ながらの杵と臼でぺっ
たんぺったん！上手につけるかな？ゆず餅・草餅など
いろいろな種類のできたてのお餅を食べくらべてみ
よう。

20日（日） 10：00〜13：00

20人（先着順）
子ども〜大人
（小学3年生
以下は保護者

同伴）

12月10日（木）〜
12月17日（木） 700円/人
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整理券実　験

出雲科学館の催し（12月）（12月）
 〒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】12月7日（月）、14日（月）、21日（月）、28日（月）～1月3日（日）

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。

この他にも、応募教室「木工創作教室・初級編」（20日（日） ※締切12月10日（木））、「木工創作教室」（22日（火） ※締切12月10
日（木））、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「まつぼっくりでクリスマスツリー」（5日（土）・6日（日）・12日（土）・13日（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。

応募方法なるほど！教室

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

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）　

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

アクアス出張教室 in 出雲科学館アクアス出張教室 in 出雲科学館
参加・観覧無料イベント

12月12日（土）、13日（日）アクアスが出雲科学館にやってくる！今年のテーマは「深海」。
実験をしたり、解説ツアーに参加したりしながら深海のふしぎをたくさん学ぼう！

深海の世界を調べよう！深海の世界を調べよう！ わたしたちのかけがえのない海
ーはじめての海の科学ー

わたしたちのかけがえのない海
ーはじめての海の科学ー①10:30～ ②15:00～

12月5日（土）～23日（水・祝）

◆所要時間30分
◆各回先着40人（小学2年生以下は2人までにつき保護者1人同伴）

深海って、どんな
ところだろう？深
さは？明るさは？
実験をしながら
深海の世界を調
べよう！

深海生物のひみつを
調べよう！
深海生物のひみつを
調べよう！
①11:30～ ②13:30～
深海に住んでいる
生き物の体には、
どんなひみつがあ
るのかな？実験を
しながら、深海の
生き物のひみつを
調べよう！

私たちがよく知っている海
と深海はどのように違うの
でしょう？
深海の環境や、生き物、調査
の技術など、深海に関する
様々な情報を紹介します。
12月12、13日はパネル展
解説ツアーを開催します。

パネル展

©JAMSTEC©JAMSTEC

©JAMSTEC

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

来年はサル年！
「サルも木からおりる！？」
をつくろう

来年の干支であるサルのからく
り玩具を作ります。

5日(土)・6日(日)
26日(土)・27日(日)

①10:30〜
②13:30〜
③15:30〜

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

雪だるまキャンドルを
つくろう

実験をしてキャンドルの仕組み
を調べて、雪だるまの形をした
キャンドルを作ります。

19日(土)・20日(日)
23日(水・祝)

①10:30〜　
②13:30〜　
③15:30〜

60分
各回先着24人

小学3年生以下は1人につき
保護者1人同伴

ぱたぱたカレンダーを
つくろう

コンパクトでふしぎな使い方が
できるカレンダーを作ります。

19日(土)・20日(日)
23日(水・祝）・26日（土）

27日（日）

【受付時間】
① 9:30〜 12:00
②13:30〜 16:00

30分 時間内自由出入
小学2年生以下保護者同伴

ものづくり 自由出入

木　工 整理券

教　室　名 内容 開催日 開催時間 募集人数・対象 応募しめきり 参加費

重曹でおそうじ
※応募の際、希望時間を第2希望まで明記し

てください。

重曹の力を科学的にみて
いき、掃除術をマスター
しましょう。

15日(火） ①10:00〜12:00
②14:00〜16:00

各回12人
高校生以上 12月5日(土) 200円

星空観察を楽しもう
〜秋と冬の星座・月〜
※応募の際、希望日を第2希望まで明記して

ください。

季節の星座を探したり、
望遠鏡で月の観察を行い
ます。

18日(金)
19日(土)

18:00〜20:00
※曇天時19:00まで

各回10組
小・中学生
保護者同伴

※小学生未満入室禁止

12月8日(火) 無料

〜クリスマス〜
ハチの巣でミツロウキャン
ドルをつくろう
※応募の際、希望日を第2希望まで明記して

ください。

講師：村上規代先生
　　 （ベルマーク全国実験名人）
みつばちの生態を学びな
がら、ハチの巣をとかし
て、赤や白のバラの花の
形のミツロウキャンドル
を作ります。

19日(土)
20日(日)

19日
13:30〜15:30
20日
10:00〜12:00

各回24人
小学生以下は1人に
つき保護者1人同伴

12月9日(水) 無料

親子で工作に挑戦！
※応募の際、希望日時を第３希望まで明記し

てください。

モーターを使って、風を
起こして動くものを作り
ます。何を作るかは親子
で相談して決めましょう。

23日(水・祝)
26日(土)

①10:00〜12:00
②14:00〜16:00

各回12組
小学生以上
保護者同伴

12月13日(日) 500円

実　験

ものづくり 整理券

観　察

ものづくり

ものづくり
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〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日、年末年始（36ページをご覧ください。）
※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）（12月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

リサイクル体操 毎週水曜日
2日・9日・16日・23日 9：30〜10：30 150円

裂き織り体験【定員7名】 6日（日） 9：30〜11：30 400円

そば打ち体験【定員10名】 13日（日）
20日（日） 13：30〜15：30 900円

エコ・ペーパークラフト教室 14日（月） 13：30〜16：30 300円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

羽子板・扇形飾り作り 15日（火） 9：30〜11：30 2,200円

野の花教室 16日（水） 13:30〜15:30 1,900円

こんにゃく作り体験 18日（金） 13：00〜16：00 800円

布ぞうり作り教室
【定員8名】 19日（土） 13:30〜16:30 500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）、年末年始（36ページを
ご覧ください。）
※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（12月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 対  象 募集人数 参加費

干支の絵馬づくり 和紙や水引を使って絵馬をつくります。 5日 (土） 9：30〜 一般 20名  750円 

しめ縄・しで作り  手作りのしめ縄で正月を迎えよう。 13日 (日） 9:30〜 一般  20名  200円  

羽子板飾り作り 結納の水引等（各自持参）を利用して羽子板を作ります。 19日 (土） 9：30〜 一般 20名 2,200円 

春を待つ花をいけよう  年の瀬の植物の自然の姿をとらえ花や実ものをいけます。  20日 (日） 9:30〜 一般  15名  1,000円  

ミニ門松作り  竹・松・葉牡丹・千両・南天などで門松を作ります。  23日 (水・祝） 14：00〜 一般・子ども 30名  600円

〒699－0624　斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411
【休館日】アクティーひかわ　　　　12月29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（12月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 寒い季節、風邪に負けないよう、フォークダンスで身
体を動かしましょう！

4日・11日・
18日・25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。

5日・12日・26日（土） 14：00〜15：30
無料

10日・24日（木） 19：00〜20：30

絵手紙教室 忙しい季節ですが、絵手紙で心がほっこりする年賀状を
書いてみませんか？ 11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。
12月は「お正月アレンジメント」です。 19日（土） 14:00〜16:00 600円（材料費別途）

〒699－0904
多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644

【休館日】火曜日、年末年始（36ページをご覧ください。）風の子楽習館の催し（12月）

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
⑤15：45〜16：15

◆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

風の子楽習館
クリスマス会

今年も楽しい風の子楽習館クリスマス会を開催しま
す！子ども向けコンサート（無料）、ミニクリスマスツ
リーづくりやサンタクロースのいるフィンランドの
クッキー作りなどクリスマスにちなんだ体験学習が
盛りだくさん！体験学習をすればビンゴゲーム(先着
150名のお子様)に参加できるよ！

6日（日） 10：00〜16：00 どなたでも
参加できます

申込みの必要は
ありません

体験学習等は
実費

餅つきを
体験しよう！

正月といえばお餅。餅は日本に古くから伝わる食文化
です。この歴史ある食べ物を昔ながらの杵と臼でぺっ
たんぺったん！上手につけるかな？ゆず餅・草餅など
いろいろな種類のできたてのお餅を食べくらべてみ
よう。

20日（日） 10：00〜13：00

20人（先着順）
子ども〜大人
（小学3年生
以下は保護者

同伴）

12月10日（木）〜
12月17日（木） 700円/人
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