
出雲科学館の催し（8月）（8月）

生き虫ハウス生き虫ハウス生き虫ハウス生き虫ハウス

企画展

この夏とてもきれいな翅（はね）を
もった甲虫たちを観察してみよう！

参加無料

8月6日（土）～21日（日）
世界の甲虫展2016世界の甲虫展2016世界の甲虫展2016世界の甲虫展2016～華麗なる甲虫たち～～華麗なる甲虫たち～～華麗なる甲虫たち～～華麗なる甲虫たち～

【受付時間】
①10:00～11:30
②13:30～15:00
定員：各回15人
体験時間5分

8月10日（水）
    ～16日（火）

外国産の生き虫と
記念写真を撮ろう
外国産の生き虫と
記念写真を撮ろう
外国産の生き虫と
記念写真を撮ろう
外国産の生き虫と
記念写真を撮ろう

【受付時間】
①10:30～11:00 ②13:30～14:00
③15:00～15:30
※カメラをご持参ください。

8月17日（水）～21日（日）

イベント 参加無料 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
第2弾「科学忍者学園
新入生体験授業！」
「科学忍者学園
新入生体験授業！」
「科学忍者学園
新入生体験授業！」
「科学忍者学園
新入生体験授業！」

①11:00～ ②13:20～ ③15:00～
講師：全日本科学漫才研究会

科学家ちきんさん 科学家すずめさん

８月６日（土）・７日（日）

第3弾「びっくり！なるほど！
磁石パワー」
「びっくり！なるほど！
磁石パワー」

「びっくり！なるほど！
磁石パワー」
「びっくり！なるほど！
磁石パワー」

①10:00～ ②11:30～
③13:30～ ④15:00～
講師：出雲科学館 呉羽理恵

８月１３日（土）～１５日（月）

第4弾「マドラーはかせの
『まぜまぜ大実験！』」
「マドラーはかせの
『まぜまぜ大実験！』」
「マドラーはかせの
『まぜまぜ大実験！』」
「マドラーはかせの
『まぜまぜ大実験！』」

①11:00～ ②14:00～
講師：静岡科学館る・く・るエデュケーター 大崎幸浩さん
８月２０日（土）・２１日（日）

主催：科学の縁結びネットワーク

所要時間40分 所要時間30分 所要時間45分

教　室　名 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象
自由出入体験コーナー

展示体験プラザガイドツアー
1日(月)

①10:00～　②11:00～
③13:00～　④14:00～
⑤15:00～

15分 自由観覧

整理券木　工

鳥とおしゃべり、バードコールをつくろう
1日(月)・2日(火) ①10:30～　②13:30～　

③15:30～ 50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

自由出入ものづくり

回すと動く!?回転アニメをつくろう！
2日(火) ～6日(土)

【受付時間】
①9:30～12:00
②13:30～16:00

30分 小学2年生以下は
保護者同伴

整理券実　験

ドライアイスで遊ぼう
3日(水) ～6日(土) ①10:00～　②13:30～

③15:45～ 50分
各回先着24人

小学3年生以下は2人につき
保護者1人同伴

整理券実　験

太陽の科学　～太陽を観てみよう～
7日(日) ～11日(木・祝) ①10:00～　②13:30～

③15:45～ 40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

自由出入ものづくり

�めざせ！ナイスシュート！�
ふりこパワーでふしぎな動き

7日(日) ～12日(金)
【受付時間】
①9:30～12:00
②13:30～16:00

20分 小学校2年生以下は
保護者同伴

整理券実　験

砂の世界をのぞいてみよう！
12日(金）～15日(月) ①10:00～　②13:45～

③15:45～ 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

自由出入ものづくり

紙コップ・ゼンマイカーをつくろう
13日(土) ～18日(木)

【受付時間】
①9:30～12:00
②13:30～16:00

25分 小学2年生以下は3人まで
につき保護者1人同伴

自由出入木　工

ならべてつなげて！キュービックブロック
16日(火) ～19日(金)

【受付時間】
①9:30～12:00
②13:30～16:00

20分 小学生未満は2人までにつき
保護者1人同伴

自由出入ものづくり

くるくる　やじろべえをつくろう
19日(金) ～22日(月)

【受付時間】
①9:30～12:00
②13:30～16:00

30分 小学3年生以下は3人までに
つき保護者1人同伴

自由出入観　察

天体観望会　～夏の星座・火星・土星～
20日(土) 19:30～21:00 中学生以下は保護者同伴

整理券実　験

～浮く・沈むの科学～波間でゆらゆらをつくろう!!
20日（土）・21日（日）
27日（土）・28日（日）

①9:45～　②13:00～
③15:30～ 55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

自由出入ものづくり

つくってあそぼう！手づくりヨーヨー
23日(火) ～26日(金)

【受付時間】
①9:30～12:00
②13:30～16:00

20分 小学生未満保護者同伴

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）　
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。

〒693-0001 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】8月中は毎日開館します。

チャレンジ！教室チャレンジ！教室 自由出入

整理券
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〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】月・木曜日、8月13日（土）、14日（日）
※ただし、第2・第4月曜日は教室のためのみ開館します。
※各教室とも、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）（8月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
裂き織り体験	
【定員6名】 6日(土） 9:30～11:30 600円

野の花教室
（来待粘土で鉢を作ります）	 17日（水） 13:30～15:30 1,900円

生ゴミ用ボカシ作り	
【定員15名】	 20日（土） 13:30～15:30 600円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります）	 21日（日） 13:30～15:30 1,500円

柿渋・渋染め講習会	
（第2回） 21日（日） 13:30～16:30 500円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
布細工同好会	
（パッチワークなど）	 26日（金） 13:30～16:30 400円

多肉植物の寄せ植え
（空き缶・空き瓶を利用）	 27日（土） 13:30～15:30 900円

布ぞうり作り教室　　　　　　　　	
【定員8名】	 27日（土） 13:30～16:30 700円

親子マイバッグ作り
（自然観察指導委員会共催） 28日（日） 10:00～12:00 無料

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（8月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 暑さに負けないよう、フォークダンスで楽しく体力
作りをしてみませんか？ 5日・19日・26日（金）10:00 ～ 11:30 1,500円/月

ひかわde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。

6日・20日・27日（土）14:00 ～ 15:30 無料18日・25日(木） 19:00 ～ 20:30
絵手紙教室 夏祭り、野菜、花など、絵手紙に描いてみませんか？ 5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。 20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】火曜日風の子楽習館（8月）

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

～自然の川で～
ヤマメのつかみ
取りを楽しもう！

多伎町奥田儀の宮本川の上流で行われてい
た櫻井家のたたら製鉄の歴史を知り、きれ
いな川でヤマメのつかみどりに挑戦しよ
う！ヤマメを追い込んで…素手でつかまえ
られるかな？（雨天中止）

20日(土) 10：00～13：00
3歳以上(小学
生以下は保護
者同伴)100人

団体申込：
8月3日(水)まで

一般申込：
8月4日(木)～14日(日)

大人�
1,100円/人
子ども�

1,000円/人

キス釣り体験教室

初心者を対象に楽しいキス釣りの魅力を紹
介し、投げ釣りができるように指導します。
釣った魚はみんなで料理して食べちゃお
う！（少雨決行・雨天中止）　※釣具の貸
出等（有料）もできます。（道具一式500円、
餌1パック200円）

9月4日(日) 6：00～12：30 小学生と
保護者8組

8月18日(木)～
28日(日) 500円/人

◆事前申込（電話で申込み・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、大人のみの参加はお断りする場合があります。

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・300円）竹の紙鉄砲
（30分・150円）などそのほかにもたくさんの体験学習ができます。

8月中は毎日
（休館日、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、
みんなの夏休み工作を応援します。なお、詳しい工作内容・制作時間等に
ついてはホームページや電話にてご確認のうえ、ご予約ください。（対象：
小学生）

夏休み期間中の
木・金・土曜日

(11日、13日、20日
を除く)

9：30～ 17：00
途中休憩有

※制作時間・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。

〒699－0741 大社町中荒木2484　☎・FAX 53－5080
【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か月前から受け付けます。

浜遊自然館（8月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対��象 参加費

美しい貝殻でペンダントと
ビーズでブレスレットを作ろう

ほかのどこにもないペンダントやブレスレット
を作りましょう ６日（土） 9:30 ～ 20人 �一般・子ども� 500円

湊原海岸で
キス釣りを楽しもう

キス釣りを楽しみ、調理し、おいしくいた
だきましょう 7日（日） 6:00 ～ 15人 一般・子ども（低学

年は保護者同伴） 500円

こだわりのそば打ち体験 種まきからそば打ちまで、みんなで楽しみ
ましょう 20日（土） 9:30 ～ 20人 �一般� �700円�

リサイクル教室																																										
かわいい小物雑貨を作ろう

空きびんやペットボトルをかわいい小物雑
貨に変身させましょう 21日�(日） 9:30 ～ 20人 �一般・子ども� �600円�
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