
出雲科学館の催し（4月）（4月）

イベント 参加無料

企画展 参加無料

4月22日●土

4月9日●日　　　　　   まで

ＲＯＣＫＥＴ全国説明会ＲＯＣＫＥＴ全国説明会ＲＯＣＫＥＴ全国説明会ＲＯＣＫＥＴ全国説明会
「出雲少年少女
　　　 発明クラブ」

「子ども天文クラブ」

「出雲少年少女
　　　 発明クラブ」

「子ども天文クラブ」

「出雲少年少女
　　　 発明クラブ」

「子ども天文クラブ」

「出雲少年少女
　　　 発明クラブ」

「子ども天文クラブ」

ロケット

平成29年度

NHK で放送された「不器用なぼくらの教室 東大・異才発掘プロジェクト」。子どもたちの埋も

れた能力を引き出し、学校以外の学びの場の可能性を模索する目的でスタートしました。このプ

ロジェクトに取り組む東京大学先端科学技術研究センターの方々がイベントを開催します！

ご参加お待ちしています。

●全国セミナー 「イノベーションを起こす子どもたちとは」
　 中邑 賢龍 氏 ( 東京大学先端技術研究センター教授 )

●トップランナー講義 「一人でロボットを作る意味」
　 高橋 智隆 氏 ( ロボットクリエーター )

●ワークショップ 「料理から科学を学ぶ」
　 福本 理恵 氏（東京大学先端科学技術研究センター学術支援専門職員）

●保護者向けセミナー

◆対　　象／小学４年生～中学３年生
　　　　　　（新年度の学年）
　　　　　　※１年間継続して参加できる方

◆申込締切／発明クラブ：４月２日（日）
　　　　  　 天文クラブ：４月23日（日）
◆各クラブの活動日時や申込方法など
　詳しくはおたずねいただくか、ホーム
　ページをご覧ください。主催：東京大学先端科学技術研究センター　共催：出雲市教育委員会 

【詳細・申込】「異才発掘プロジェクト ROCKET」のホームページ
　　　　　 　https://rocket.tokyo をご覧ください。

会員募集！！

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！～ 9：3０～１7：3０9：3０～１7：3０

写真提供：大阪市立自然史博物館

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

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

観　察

星空観察を楽しもう
～冬の星座と月・木星～

望遠鏡で月のクレーターや
木星の縞模様を観察します。

協力：出雲天文同好会

8日(土)
19:00～21:00

※曇天時20:00まで

12組
中学生以下は保護者同伴
※小学生未満入室禁止

4月1日(土） 無料

応募方法
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。
※応募の際、希望の日を第2希望まで明記してください。なるほど！教室なるほど！教室

この他にも、応募教室「木工創作教室」（28日（金）※締切4月18日㈫）、ボランティアさんの

わくわくかがくひろば「びゅんびゅんゴマをつくろう」（8日(土)・9日(日)・15日(土)・16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。

〒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】4月10日(月)、17日(月)、24日(月)※春休み期間中は毎日開館

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

春の草花でしおりをつく
ろう

科学館のまわりに生えて
いる草花を観察しながら、
しおりを作ります。

　3月31日(金)～
4月5日(水)　

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

20分
小学校3年生以下は保護者

同伴
※学年は新年度のもの

整理券木　工

つくってあそぼう！ 
タングラムパズル

正方形の板をのこぎりで
切って、「タングラム」とい
うパズルを作ります。

2日(日)
8日(土)・9日(日)

①10:30～　
②13:30～　
③15:30～

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

整理券実　験

ロボットをうごかそう

パソコンを使ってロボット
に命令を出し、惑星探査
ゲームに挑戦します。

15日(土)・16日(日)
22日(土)・23日(日)

①10:30～　
②13:30～　
③15:30～

60分
各回先着24人

小学3年生以下は2人にま
でつき保護者1人同伴

ものづくり  自由出入

ストロー吹き矢で実験だ！

吹き矢の矢を遠くに飛ばす
ためにはどうしたらいいの
かな？ストロー吹き矢を
作って、実験してみます。

22日(土)・23日(日)
29日(土・祝)

30日(日)

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

15分
小学2年生以下は

保護者同伴

整理券実　験

プルプル香る オリジナル
芳香剤をつくろう

実 験 や 観 察 を し な が ら、
プルプルした芳香剤を作
ります。

29日(土・祝)
30日(日)

5月13日(土)・14日(日)

①10:30～　
②13:30～　
③15:30～

40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

出雲科学館公式

Facebook
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〒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（4月）

講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

多肉植物の寄せ植え
桃缶等のリサイクル缶を使っておしゃれな寄

せ植えを作ります。(空き缶は各自持参)
15日(土）  9:30 ～ 20人  一般 1,500円

お手軽簡単料理を

作りましょう

いつでも使えるおいしい簡単おかずを作り

ましょう。
16日(日） 9:30 ～ 15人   一般  600円

春の寄せ植え 春の寄せ植えを楽しんでみませんか。 22日(土） 10:00 ～ 20人   一般  
1,500円              

(鉢代別途)

まんまるがま口作り 初心者の方でも素敵ながま口が作れます。 23日(日） 13:30 ～ 10人   一般  700円

〒699－0904 多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644

【休館日】火曜日風の子楽習館（4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

◆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

春来たり！
山野草てんぷら会

自然観察ゲームをしながら眺望のよい丘までハ
イキング。遊歩道で山野草をつんだ後、てんぷ
らにして食べてみよう！（雨天中止）

8日(土)
9：30～

12：30
30人

3月30日(木)

～4月6日(木)

大人 300円

小学生以下

200円

タケノコ掘りデー
手引ヶ丘公園の竹林でタケノコ掘りをしよう！

（天候や生育状況により中止の場合もあります。）
16日・

23日(日)

9：30～

11：00
各8家族

4月6日(木)

～14日(金)
100円/人

◆事前申込（電話で申込み・先着順） 受付時間 10:00～17:30　※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。

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（4月）

教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室
楽しいダンスで、身体と頭の体操をみ
なさんと一緒にしてみませんか？

7日・14日・21日・
28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。

1日・8日・22日（土） 14:00 ～ 15:30
無料

13日・27日(木） 19:00 ～ 20:30

絵手紙教室
楽しい仲間たちといっしょに、春の草
花を絵手紙で描いてみませんか？

14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。

15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。定員になり次第締め切ります。

斐川環境学習センター
（アース館）（4月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

裂き織り体験
【定員6人】

5日(水） 9:30 ～ 11:30 600円

野菜作り講習会
（学習センター近くの畑で野菜を
作ろう！） 協力：JAしまね斐川

8日(土） 10:00～12:00 500円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります）

16日(日） 13:30～15:30 1,500円

肥料用ぼかし作り
（10㎏持ち帰りできます）

16日(日） 13:30～16:30 1,400円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

野の花教室
（粘土で花入れを作ります）

19日（水） 13:30～15:30 1,900円

布ぞうり作り教室　
【定員８人】

22日（土）13:30～16:30 700円

タケノコ掘り　【定員20人】
主催：島根自然保護協会
協力：JAしまね ひかわ女性部

30日（日） 9:00～13:00
中学生以上

800円
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