
開館時間延長のお知らせ
出雲中央図書館は７月２１日（金）から８月２９日（火）までの間、ひかわ図書館は７月２０日（木）
から８月３０日（水）までの間、午前９時から開館します。（閉館時間は午後７時です）

出雲中央図書館　　　☎21－0487

おはなしさんぽまつり
ボランティアグループ「おはなしさんぽ」による、おはなし会
◇と　　き　７月29日（土）　13：30～14：30
◇対　　象　幼児・児童　◆申込不要

子どもと家族のふれあい絵本袋の貸出
おすすめの絵本３冊を袋に入れて貸出
（利用者カード１枚につき１袋）
◇と　　き　７月22日（土）～８月29日（火）
◇対　　象　幼児・小学校低学年

湖陵図書館　　　　　☎43－3309

おはなしの時間夏休みスペシャル
ボランティアグループ「こりょうブックフレンド」によるおはなし会
◇と　　き　７月22日（土）
　　　　　　10：30～11：30
◇対　　象　幼児・児童
◆申込不要

ひかわ図書館　　　　☎73－3990

夏の夜のおはなし会
ボランティアグループ「おはなしベンジャミン」「おはなしパレット」
による、昔話などを覚えて語るストーリーテリングのおはなし会
◇と　　き　7月29日（土）
　　　　　　19：00～20：00
◇対　　象　小学生以上
　　　　　　※夜間のため、保護者同伴
◆申込不要

大社図書館　　　　　☎53－6510

夏のおはなし会
ボランティアグループ「おはなしだんだん」による昔話など
を覚えて語るストーリーテリングのおはなし会
◇と　　き　８月19日（土）　10：30～11：30
◇と こ ろ　大社文化プレイス
◇対　　象　４歳以上
◆申込不要

おはなし玉手箱
ボランティアグループ「でんでんむしボランティア」によるお
はなし会
◇と　　き　８月26日（土）10：30～11：30
◇と こ ろ　大社文化プレイス
◇対　　象　乳幼児・児童　◆申込不要

平田図書館　　　　　☎63－4010

たなばた会
職員とボランティアによる、絵本の読み聞かせなど
◇と　　き　７月２日（日）
　　　　　　14：00～15：00
◇と こ ろ　平田学習館 視聴覚ホール
◇対　　象　幼児・児童
◆申込不要

佐田図書館　　　　　☎84－9050

夏の夜のおはなし会
ボランティアによる、昔話などを覚えて語るストーリー
テリングのおはなし会
◇と　　き　７月22日（土）
　　　　　　19：00～20：00
◇対　　象　５歳以上（定員20名）
　　　　　　※夜間のため、保護者同伴
◆事前申込必要

国際交流員による英語の絵本の読み聞かせなど　◇対象　幼児・小学校低学年
【出雲中央図書館】　７月10日（月）・８月７日（月）16：00～16：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要申込（定員25名）
【平田図書館】　　　８月  3日（木）14：00～14：30　申込不要（定員なし）
【大社図書館】　　　７月27日（木）16：00～16：30　申込不要（定員なし）
【ひかわ図書館】　　７月27日（木）10：30～11：00　申込不要（定員なし）

図書館で不用になった雑誌や図書を無料
で提供します。
【出雲中央図書館】
　７月１日（土）・2日（日）
【海辺の多伎図書館】
　７月15日（土）～17日（月・祝）

海辺の多伎図書館　　☎86－7077

おはなしのとびら夏休みスペシャル
読み聞かせサポーター「きらりんこ」による、おはなし
会。ぬいぐるみを持参して図書館に預け、翌19日（土）
15時以降に返却する「ぬいぐるみおとまり会（要申込、
ぬいぐるみ持参、定員20名、締切８月11日）」も開催。
詳しくは海辺の多伎図書館まで

◇と　き　８月18日（金）
　　　　　18：30～19：15　
◇対　象　幼児・児童
　　　　　※夜間のため、保護者同伴
◆おはなし会のみの参加は申込不要

英語の な 会しはお リサイクル市

イベントは 
全て無料です。
おたずね・申込みは
各図書館まで

図書館・ 　のイベント図書館・ 　のイベント図書館・ 　のイベント図書館・ 　のイベント夏夏夏夏
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【共催】島根県立大学 出雲キャンパス公開講座
受講料
無料

通訳
可能

託児
可能

子育て子育て

電話、FAX、電子メール、インターネット(しまね電子申請サービス)のいずれかで必要事項を明記して申込みください。
●メールの件名は「出雲市生涯学習講座申込」としてください。
●メール・FAXで申込みの後、受付完了の連絡(メール・またはFAX)が1週間以上ない場合、電話でおたずねください。
●応募多数の場合は抽選です。(同時申込み3名まで1組として抽選。4名以上でのお申込みはご相談ください。)
●定員に達しない場合は、締切日以降も先着順で受付けます。
●抽選の結果は、募集締め切り後1週間以内に郵送します。
●手話通訳や介助など、何らかの配慮が必要な方は、事前にご相談ください。

１．講座名　２．氏名（ふりがな）　３．郵便番号　４．住所　
５．電話番号（日中連絡がとれる番号、FAXで申込みの方は自宅FAX番号も） 
６．託児希望のお子さまのお名前（ふりがな）、性別、年齢（月齢）　7．通訳希望の言語 
※６、７は対応講座で希望者のみ。すべてのご希望に沿えない場合があります。

申込み・おたずね/市民活動支援課　☎21-6528  　FAX 21-6299　  メール：gakushu@city.izumo.shimane.jp

講
座
の
申
込
方
法 必要

事項

出雲市生涯学習講座

学びは
豊かな人生の第一歩！
あなたの好奇心を
応援します★ 平成29年度

受講者
募集中!

　私たちの暮らしになくてはならない「電
気」はどこで作られ、どのようにして私
たちの家や学校まで運ばれてくるので
しょうか。
　県内最大級の太陽光発電所に行き、そ
の仕組みを見てみましょう。
　施設見学の後は出雲科学館で太陽光の
力を使って走るミニソーラーカー作りに
挑戦！
　ソーラー発電のことをたくさん学べる
ので、夏休みの研究・工作にも役立ちます。

　ベビーヨガで赤ちゃんとリラックスタイムを楽しみ
ましょう。（簡単に楽しめるベビーヨガの紹介・実施）

ママと赤ちゃんのヨガ教室

ベビーヨガ

親子　サマースクール
～新エネルギー施設見学&ミニソーラーカー作り～

【日　　時】8月6日（日）9:45～12:00
【定　　員】小学生親子 20組
【講　　師】NPO法人かえる倶楽部　福田 恭司 氏
【集合・受付】出雲科学館　駐車場
【見学場所】出雲クリーン発電太陽光発電所
【受 講 料】子ども1人につき700円 
　　　　　 ※保護者無料
【応募締切】7月20日（木）

【日時】8月1日（火）13：30～15：00　
【定員】親子 7組
【対象】首が据わりタッチができるまでの赤ちゃんと保護者
※赤ちゃんと保護者が1対 1で行えるようにご参加ください。

【講師】島根県立大学 出雲キャンパス 講師 濵村美和子 氏
【会場】島根県立大学出雲キャンパス107 実習室
【応募締切】7月18日（火）

　安産を目指して体を整えるマタニティヨガを始
めましょう。（マタニティヨガの基本、方法、進め
方と注意点などの紹介・実施 )

マタニティヨガ

【日時】8月8日（火）13：30～15：00　
【定員】10名程度
【対象】妊娠 20週以降の妊婦
　　　 ※医師より安静指示のある方はご遠慮ください。
【講師】島根県立大学 出雲キャンパス 助教 植田　恵 氏
【会場】島根県立大学出雲キャンパス107 実習室
【応募締切】7月25日（火）
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【共催】島根県立大学 出雲キャンパス公開講座
受講料
無料

通訳
可能

託児
可能

子育て子育て

電話、FAX、電子メール、インターネット(しまね電子申請サービス)のいずれかで必要事項を明記して申込みください。
●メールの件名は「出雲市生涯学習講座申込」としてください。
●メール・FAXで申込みの後、受付完了の連絡(メール・またはFAX)が1週間以上ない場合、電話でおたずねください。
●応募多数の場合は抽選です。(同時申込み3名まで1組として抽選。4名以上でのお申込みはご相談ください。)
●定員に達しない場合は、締切日以降も先着順で受付けます。
●抽選の結果は、募集締め切り後1週間以内に郵送します。
●手話通訳や介助など、何らかの配慮が必要な方は、事前にご相談ください。

１．講座名　２．氏名（ふりがな）　３．郵便番号　４．住所　
５．電話番号（日中連絡がとれる番号、FAXで申込みの方は自宅FAX番号も） 
６．託児希望のお子さまのお名前（ふりがな）、性別、年齢（月齢）　7．通訳希望の言語 
※６、７は対応講座で希望者のみ。すべてのご希望に沿えない場合があります。

申込み・おたずね/市民活動支援課　☎21-6528  　FAX 21-6299　  メール：gakushu@city.izumo.shimane.jp

講
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の
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法 必要
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出雲市生涯学習講座

学びは
豊かな人生の第一歩！
あなたの好奇心を
応援します★ 平成29年度

受講者
募集中!

　私たちの暮らしになくてはならない「電
気」はどこで作られ、どのようにして私
たちの家や学校まで運ばれてくるので
しょうか。
　県内最大級の太陽光発電所に行き、そ
の仕組みを見てみましょう。
　施設見学の後は出雲科学館で太陽光の
力を使って走るミニソーラーカー作りに
挑戦！
　ソーラー発電のことをたくさん学べる
ので、夏休みの研究・工作にも役立ちます。

　ベビーヨガで赤ちゃんとリラックスタイムを楽しみ
ましょう。（簡単に楽しめるベビーヨガの紹介・実施）

ママと赤ちゃんのヨガ教室

ベビーヨガ

親子　サマースクール
～新エネルギー施設見学&ミニソーラーカー作り～

【日　　時】8月6日（日）9:45～12:00
【定　　員】小学生親子 20組
【講　　師】NPO法人かえる倶楽部　福田 恭司 氏
【集合・受付】出雲科学館　駐車場
【見学場所】出雲クリーン発電太陽光発電所
【受 講 料】子ども1人につき700円 
　　　　　 ※保護者無料
【応募締切】7月20日（木）

【日時】8月1日（火）13：30～15：00　
【定員】親子 7組
【対象】首が据わりタッチができるまでの赤ちゃんと保護者
※赤ちゃんと保護者が1対 1で行えるようにご参加ください。

【講師】島根県立大学 出雲キャンパス 講師 濵村美和子 氏
【会場】島根県立大学出雲キャンパス107 実習室
【応募締切】7月18日（火）

　安産を目指して体を整えるマタニティヨガを始
めましょう。（マタニティヨガの基本、方法、進め
方と注意点などの紹介・実施 )

マタニティヨガ

【日時】8月8日（火）13：30～15：00　
【定員】10名程度
【対象】妊娠 20週以降の妊婦
　　　 ※医師より安静指示のある方はご遠慮ください。
【講師】島根県立大学 出雲キャンパス 助教 植田　恵 氏
【会場】島根県立大学出雲キャンパス107 実習室
【応募締切】7月25日（火）
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