
出雲科学館の催し（3月）（3月）

企画展 参加無料 サイエンスショー 参加無料

3月18日●土 ～4月9日●日 3月11日●土 ～12日●日

ヒミツがいっぱい なんのタネ？
～いろいろなタネを観てみよう！～
ヒミツがいっぱい なんのタネ？
～いろいろなタネを観てみよう！～
ヒミツがいっぱい なんのタネ？
～いろいろなタネを観てみよう！～
ヒミツがいっぱい なんのタネ？
～いろいろなタネを観てみよう！～

タネの構造ってどうなってるの？ なぜ、いろいろな
形のタネがあるの？ いつも食べている野菜や果物
のタネはどの部分なのかな？
タネにはたくさんの不思議やヒミツが隠されています。
観察をしながら、タネの不思議やヒミツを調べてみましょう！
      

9：3０～１7：3０9：3０～１7：3０ ①11：00～ ②14：00～ ③15：00～①11：00～ ②14：00～ ③15：00～
♦所要時間30分♦所要時間30分

リカじいｖｓまっちゃんの
科学対決  
リカじいｖｓまっちゃんの
科学対決  
リカじいｖｓまっちゃんの
科学対決  
リカじいｖｓまっちゃんの
科学対決  

写真提供：大阪市立自然史博物館

リカムのおじいちゃん「リカじい」と、賢くなりたい青年「まっちゃ
ん」が科学実験で対決します。あっと驚くすごい実験から、お家で
できる簡単な実験も紹介します。

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。

チャレンジ！教室チャレンジ！教室 自由出入

整理券

このほかにも、応募教室「木工創作教室」（28日（火）※締切3月17日（金））、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」（11日(土)・12日
(日)・18日(土)・19日(日)・20日(月・祝）)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 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】�3月6日(月)、13日(月)、21日(火)

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

ものづくり  自由出入
磁石でおもしろ実験工作
見えない力で動かそう

磁石の実験をしながら
おもしろ工作に挑戦し
ましょう。

４日(土)・５日(日)
【受付時間】

①  9:30～12:00
②13:30～16:00

20分
小学２年生以下は

3人までにつき
保護者1人同伴

整理券木　工

組子でコースターをつくろう　
釘を使わず木をはめ合
わせて形作る「組子」で
コースターを作ります。

４日(土)・５日(日)
11日（土）・12日（日）

①10:00～　
②13:00～　
③15:40～

50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

ものづくり  整理券

地面スレスレ飛行機
地面スレスレをすべる
ように飛ぶ飛行機を作
ります。

18日(土)～20日(月・祝）
25日(土)～27日(月)

①10:30～　
②13:30～　
③15:30～

60分

各回先着24人
小学3年生以下は
3人までにつき
保護者1人同伴

ものづくり  自由出入
ふしぎダネ！
空飛ぶ種をつくろう

空を飛ぶ種を作りま
す。どんなふうに飛ぶ
のかは作ってみてから
のお楽しみ！

25日(土)～30日(木)
【受付時間】

①  9:30～12:00
②13:30～16:00

25分 小学2年生以下は
保護者1人同伴

整理券観　察

てのひらの庭
苔テラリウムをつくろう

容器の中に小さな苔の
庭を作って、苔を観察
します。

28日(火)～31日(金)
①10:30～　
②13:30～　
③15:30～

45分

各回先着24人
小学3年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

ものづくり  自由出入
春の草花でしおりをつくろう

科学館のまわりに生え
ているいろいろな草花
を観察しながら、しお
りを作ります。

31日(金)～
4月3日(月)

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

20分
新年度の学年で
小学3年生以下は

保護者同伴

出雲科学館公式
Facebook

広報いずも2017.2.20 24



〒699－0741 大社町中荒木2484　☎・FAX 53－5080
【休館日】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（3月）

講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費
しいたけを育てよう しいたけ菌を植えて、育ててみましょう。 5日 （日）  9:30 ～ 20人 一般 700円(1本) 

野鳥観察会 出雲大社周辺に棲む野鳥を観察しましょう。 26日 (日）  9:00 ～ 20人 一般・子ども 無料

〒699－0904 多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644
【休館日】火曜日風の子楽習館（3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・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。

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

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“甘い
コブラー”作りにチャレンジだ！（荒天中止）

12日
(日) 9:30～13:00 8家族 3月2日(木)

～9日(木)
1,800円/
家族

作って飛ばそう！
竹のスカイシャトル
飛ばし大会

春の手引ヶ丘公園で大人気のスカイシャトルを
作り、空に飛ばして滞空時間を競います。うま
く作って飛ばして素敵な景品をゲットしよう！
(荒天時は風の子楽習館内で竹の紙鉄砲を作っ
て的あて大会にチャレンジします。)

25日
(土) 9:30～12:00 小学生以上

20人
3月16日(木)
～23日(木)

200円/
人

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間:10:00～17:00　※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。

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（3月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 まだまだ寒いこの季節、フォークダン
スで身体を楽しく動かしましょう。

3日・10日・24日・
31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。

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 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？ 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。お花がますます好きになります。 11日（土） 14:00 ～ 16:00 600円（材料費別途）

〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】月・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）（3月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
まこも細工体験
（まこもで敷物を織ります） 5日(日） 10:00～13:00 1,500円

コンポストトイレ講習会
（水を使わず、臭いも出ない） 5日(日） 13:30～15:30 1,000円

裂き織り体験
【定員6人】 12日(日） 9:30～11:30 600円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 15日（水）13:30～15:30 1,900円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 19日（日）13:30～15:30 1,500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） 24日（金）13:30～16:30 400円

野の花談議
（若菜を天ぷらに） 25日（土）10:00～13:00 700円

多肉植物の寄せ植え
（空き缶「桃缶」を利用） 25日（土）13:30～15:30 900円

布ぞうり作り教室
【定員８人】 25日（土）13:30～16:30 700円

インドカレー作り
(試食とルー持ち帰り） 26日（日）10:00～13:00 1,500円

〈作品展示〉洋裁・フラワーアレンジ・いけ花・絵手紙・パッチワークなど
〈発表会〉フォークソング・なぎなた・フォークダンス・フラダンスなど
〈プレ開催〉大音量音楽鑑賞会

〈作品展示〉洋裁・フラワーアレンジ・いけ花・絵手紙・パッチワークなど
〈発表会〉フォークソング・なぎなた・フォークダンス・フラダンスなど
〈プレ開催〉大音量音楽鑑賞会

◆と　き／３月12日㈰
◆入場無料（全席自由）
◆と　き／３月12日㈰
◆入場無料（全席自由）
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