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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、1月1日〜 3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）（1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）、1月1日〜 3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（1月）

〒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（1月）

〒699－0904 多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644
【休館日】火曜日、1月1日〜 3日風の子楽習館の催し（1月）

◆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。

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間：10:00〜17:00

第16回
ひかわ New Year Concert

◆と　　き／ 1月11日（月・祝）14：00開演（13：30開場）
◆出　　演／コールライラック、女声合唱団フィオーリ　　　　　　　　
　　　　　　斐川西中学校合唱部ほか
◆入 場 料／ 500円（全席自由）
◆おたずね／アクティーひかわ　☎ 72-7411
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出雲科学館の催し（1月）（1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】1月1日（金）～3日（日）、12日（火）、18日（月）、25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。

この他にも、応募教室「木工創作教室・初級編」（19日（火） ※締切1月11日（月・祝））、「木工創作教室」（26日（火）　※締切1月
15日（金））、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「リカムスキー」（16日（土）・17日（日）・23日（土）・24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

新春！科学で初遊び2016新春！科学で初遊び2016新春！科学で初遊び2016新春！科学で初遊び2016
参加費無料イベント

1月4日（月）～7日（木）◆参加シート配布時間　9:30～15:45
新年は、子どもも大人もみんなで初遊び！科学を使った７つのゲームで楽しく遊んで、科学の不思議を感じよう！
ゲームに参加して、「かしこくじ」や「出雲科学館特製ポストカード2016」をゲットしよう♪

新春！科学で初遊び2016
リターンズ！
新春！科学で初遊び2016
リターンズ！
新春！科学で初遊び2016
リターンズ！
新春！科学で初遊び2016
リターンズ！1月9日（土）～11日（月・祝）
◆ゲーム受付時間　9:30～12:00/13:30～16:00
「科学で初遊び」の7つのゲームの中から、３つのゲームが再登
場！どのゲームが登場するかは、来てからのお楽しみ！

かがみもぢ 一富士二鷹 お雑煮シュート！ ドキドキ！西遊記

エビでタイを釣る お年玉 ゆらゆら初もうで

※

写
真
は
昨
年
の
様
子

受付時間　①9:30～12:30　②14:00～16:00

受付時間　①9:30～11:30　②13:00～16:00

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

草木でみがいてルームプレートを
つくろう

木の板をスベスベになるまでみ
がいて、ルームプレートを作り
ます。

9日(土)・10日(日)
11日(月・祝)

16日(土)・17日(日)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

50分

各回先着20人
小学2年生以下は
3人までにつき
保護者1人同伴

磁石の力でゆ～らゆら
ふしぎな振り子をつくろう !

磁石の力を使って、ゆらゆらと
不思議な動きをする振り子を作
ります。

9日(土)・10日(日)
11日(月・祝)

30日(土)・31日(日)

【受付時間】
① 9:30～12:00
②13:30～16:00

20分 小学生未満は保護者同伴

静電気のひみつ
～この冬パチッとならないために～

静電気のひみつを探り、この冬
パチッとならないための科学的
な対策を考えましょう。

23日(土)・24日(日)
30日(土)・31日(日)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

50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

実　験 整理券

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

染物に挑戦！
～身近な物で染めてみよう～
※応募の際、希望日時を第3希望まで明記し

てください。

染色の実験をしながら、
玉ねぎの皮やお茶の葉な
ど、身近な物を使ってハ
ンカチを染めます。

17日(日)
19日(火)

①10:00～11:30
②13:30～15:00
③19:00～20:30

各回10人
高校生以上

※小学生未満入室禁止
1月7日(木) 300円

電流ぶるぶるゲームをつくろう
※応募の際、希望日時を第3希望まで明記し

てください。

コースの壁に棒があたる
と電気が流れぶるぶるふ
るえるゲームを作ります。

24日(日)
31日(日)

①  9:40～12:10
②13:30～16:00

各回8人
小学4年生以上 1月13日(水) 300円

ガラスフュージング
～ヴェネチアグラスでアクセサリー～
※応募の際、希望時間を第2希望まで明記し

てください。

講師：出雲科学館名誉館長
　　　　　　 曾我部國久
ガラスの破片を組み合わせ
てデザインし、電子レンジ
で使える特殊な窯で溶融

（フュージング）させてアク
セサリーを作ります。

30日(土) ①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回10人
中学生以上 1月21日(木) 500円

トンボ玉教室

講師：出雲科学館名誉館長
　　　　　　 曾我部國久
ガスバーナーの炎でガラス
を溶かしてオリジナルのト
ンボ玉を作ります。

31日(日) 10:30～16:00 10人
中学生以上 1月21日(木) 1,000円

氷の実験教室
～ダイヤモンドダストをつくってみよう～
※応募の際、希望日時を第3希望まで明記し

てください。

氷を使った実験をしながら
水分子の世界をのぞいてみ
ましょう。

2月6日(土)
7日(日)

①10:00～11:30
②14:00～15:30

各回24人
小学4年生以上 1月27日(水) 無料

ものづくり

ものづくり 自由出入

ものづくり

実　験

ものづくり

ものづくり

保護者1人同伴
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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、1月1日〜 3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）（1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
6日・13日・20日・27日 9：30〜10：30 150円

裂き織り体験【定員7名】 6日（水） 9：30〜11：30 600円

エコ・ペーパークラフト教室 11日（月・祝）
25日(月） 13：30〜16：30 400円

エコ・トールペイント教室 15日（金） 9：30〜11：30 1,200円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

こんにゃく作り体験 16日（土） 13：00〜16：00 900円

野の花談議 17日（日） 10：00〜12：00 500円

野の花教室 20日（水） 13:30〜15:30 1,900円

布ぞうり作り教室
【定員8名】 23日（土） 13:30〜16:30 700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）、1月1日〜 3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（1月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 対  象 募集人数 参加費

七草がゆを食べよう  セリ、ナズナ等春を待つ植物の姿を観賞し粥を試食し
ます。 7日 (木） 10：00〜  一般・子ども  50名  100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　　　　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（1月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 フォークダンスで楽しく頭と身体を動かし、冬の寒さ
を吹き飛ばしましょう。

8日・15日・
22日・29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。

9日・23日（土） 14：00〜15：30
無料

14日・28日（木） 19：00〜20：30

絵手紙教室 冬の風景や行事を絵手紙で描いてみませんか？ 8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。
1月は「フローラルアクセサリー」です。 16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、1月1日〜 3日風の子楽習館の催し（1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

特別体験学習
しいたけ植菌体験!!

2月までの土日祝日

内　　容 募集人数(対象) 申込期間 参加費
①  9:30〜10:30
②11:00〜12:00
③13:15〜14:15
④14:30〜15:30

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100本
1人3本まで 予約不要 1本750円

◆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

そば打ちを
体験しよう！

力をこめてそばを練って、おいしいそばを作ろう！そ
ばを打つのはちょっとむずかしいけど、家族みんなで
楽しく作ったできたてのそばはとってもおいしいよ。

16日（土） 9:30〜12:30 8家族
(先着順)

1/4(月) 〜
1/11(月・祝)

1家族
（約3人分）

1,500円

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間：10:00〜17:00

第16回
ひかわ New Year Concert

◆と　　き／ 1月11日（月・祝）14：00開演（13：30開場）
◆出　　演／コールライラック、女声合唱団フィオーリ　　　　　　　　
　　　　　　斐川西中学校合唱部ほか
◆入 場 料／ 500円（全席自由）
◆おたずね／アクティーひかわ　☎ 72-7411

出　　演／コールライラック、女声合唱団フィオーリ　　　　　　　　


