
一般講座

健 康健 康

出雲國出雲國

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）

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
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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!

　今よりももっと楽しく充実した毎日を過ごしたい、そう思う人は多いと思います。まずは楽しく簡単にできる運動で
毎日の健康をサポート！ そして誰でも簡単に芸術家のような作品が作れる上に、認知症予防にもなる今注目の新しい
アート「クリニカルアート（臨床美術）」を体験！ そして、限られた収入の中で、無理なく楽しく生活するための方法
をお金のプロから伝授していただきます。

いきいき健康生活アカデミー
～自分らしく好きなことをとことん楽しむために～

【時　　間】10：00～12：00　【定　　員】30名
【会　　場】市役所本庁 くにびき大ホール
【受 講 料】400円　
【応募締切】9月22日(金)

　目のお薬師様として有名な一畑薬師。一畑薬
師の起源と言われる「与一伝説」を紐解きなが
ら佐香地区の魅力に迫ります。
　また、市が認定した“地域が誇る観光スポッ
ト”である「立石神社」は知る人ぞ知るパワー
スポット。出雲の「石神」としても注目され、
巨岩の立つ「社殿のない神社」は一見の価値あ
りです。
　地域の方々が守り伝えてきた地元の歴史と文
化にぜひ触れてください。

出雲國バスツアー
一畑薬師と立石神社を訪ねる

【日　　時】10月2日（月）13：00～17：30　
【定　　員】40名
【講　　師】佐香の歴史と文化を継承する会
　　　　　会長 金折 徹也 氏　
【集合場所】出雲科学館
【予定コース】一畑薬師、坂浦港、立石神社
【受講料】100円　【応募締切】9月22日(金)

回 開催日 内　容 講　師

① 10/23（月） 健康運動指導士　勝部 恵子 氏

臨床美術士　西村 亮子 氏
臨床美術士　越野 弘子 氏

島根県金融広報委員会
金融広報アドバイザー 池原 元樹 氏

② 11/8（水）
サツマイモの量感画
触ったり食べたりしながら五感を総動員して描きます。
「絵が苦手…」と思っている人ほど体験してください。

③ 11/28（火）
自分で見つける！我が家の家計のベストバランス
これ以上収入は増やせない…節約は苦手…そんな方にぴったりの
無理のない家計管理をお教えします。

楽しくアクティブ　筋力・体力・骨力アップ運動
要介護になる原因の常に上位にある「転倒・骨折」を予防します。
笑顔になれるので、毎日のストレス発散にも！

たて いわ
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荒神谷博物館情報

■定例講演会 第145回 ■ゼミ形式「風土記談義」～出雲国風土記編～
9月17日(日) １０：００～１２：００
講師：平野 芳英・杉岡 直子　受講料：300円 申込不要

最新情報はホームページ内のブログやFacebookをご覧ください♪

9月16日(土) 13：30～15：00　資料代：300円 申込不要　
演題：『出雲の青銅器とその特色』　
講師：北島大輔氏(山口市教育委員会 文化財保護課）

出雲弥生の森博物館情報

出雲弥生の森博物館
http://www.city.izumo.shimane.jp/yayoinomori
yayoi@city.izumo.shimane.jp

開館時間　９時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日　毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
入館料・常設展観覧料　無料

〒699-0503　斐川町神庭873-8
☎72－9044　FAX 72－7695
http://www.kojindani.jp

開館時間  9時～17時（入館は16時30分まで） 休館日  展示室のみ毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

よすみちゃん

〒693-0011 大津町2760
☎25-1841　FAX 21-6617 

※事前に電話･FAX･
　博物館ホームページで
　お申込みください。

特別展魏志倭人伝
シリーズ
図録のバックナンバー
を販売中です

「解明！古代の「出雲郡」 「出雲に生きた縄文人の足跡
―その始まりから復古まで―」

8月25日（金）～10月1日（日）8月25日（金）～10月1日（日）

観覧無料

企画展 職員リレー講座9月25日（月）まで9月25日（月）まで

9月30日（土）14：00～16：009月30日（土）14：00～16：00

ホール展示

◆講　師／幡中　光輔
◆場　所／たいけん学習室
◆受講料／３００円（要申込）

ギャラリートーク
9月9日（土） 10：00～9月9日（土） 10：00～

『懐かしのスター展 色鉛筆画作品展』

◆場所／２階 企画展示室
◆料金／無料（申込不要）

－京田遺跡の発掘調査から広がる
　　　　　　  縄文時代の世界－」

「伝説の教科書を
  作った郷土の偉人

ギャラリー展

好評開催中～
　10月16日（月）まで
好評開催中～
　10月16日（月）まで

～塩野直道物語～」
しお の なお みち

小野遺跡「墨書土器『十三年』」▶

若き日の塩野直道
発掘された縄文土器

ミュージアムショップ通信

いづ もの こおり

元映画看板職人 実重 攻氏による作品展。
日本映画界で活躍した昭和の大女優・名俳優から
ハリウッドの伝説的スターまで、さまざまな懐かしい有名人をモチー
フに色鉛筆で髪の毛1本1本まで克明に描写した似顔絵を多数展示
します。

9月9日（土）19：00～21：009月9日（土）19：00～21：00月見の宴
会場／荒神谷博物館交流学習室
会費／参加無料
地元の文化倶楽部による唄や舞の披露をします。

2017.8.18広報いずも19



2017.8.18 広報いずも 202017.8.18広報いずも21

出雲科学館の催し（6月）（9月）

応　募

子ども科学学園子ども科学学園子ども科学学園子ども科学学園

学園生募集学園生募集学園生募集学園生募集

ノーベル賞をめざせノーベル賞をめざせノーベル賞をめざせノーベル賞をめざせ

平成29年度平成29年度平成29年度平成29年度 企画展 参加無料

平成２９年度

市内の小中学生が夏休みの自由研究に取り組んだ成果、約４００点を展示します。
ユニークな発想を生かした力作が勢ぞろい！　ぜひご覧ください。
市内の小中学生が夏休みの自由研究に取り組んだ成果、約４００点を展示します。
ユニークな発想を生かした力作が勢ぞろい！　ぜひご覧ください。

９月２３日（土・祝）～１０月1日（日）
９：３０～１７：３０（ただし１０月1日は１２：００まで）
９月２３日（土・祝）～１０月1日（日）
９：３０～１７：３０（ただし１０月1日は１２：００まで）

科学作品展 １０月1日（日）14：0０～１5：３０１０月1日（日）14：0０～１5：３０表彰式・
優秀作品発表会

科学のスペシャリストが講師としてやってくる

○期　　間：９月～２月の日曜日（全９回）
○募集人数：
　小学生クラス…２４人（小学５・６年生）　
　中学生クラス…２４人（中学生全学年）
○受 講 料：年間3,000円
○応募締切：9月１3日（水）

※詳しくは科学館ホームページをご覧ください。

応募方法

主催：出雲市教育研究会　共催：出雲市教育委員会

※継続して
参加できる方が
対象です。

出雲市科学作品展・
出雲市小中学生科学グランプリ
出雲市科学作品展・
出雲市小中学生科学グランプリ
出雲市科学作品展・
出雲市小中学生科学グランプリ
出雲市科学作品展・
出雲市小中学生科学グランプリ

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。

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

整理券実　験

月の満ち欠け
早見盤をつくろう

月の満ち欠けがわかる「月の
満ち欠け早見盤」を作ります。

2日（土）、  3日（日）
9日（土）、10日（日）

①10:30～
②13:30～
③15:30～

50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

自由出入ものづくり

輪ゴムの力で組み立てよう
テンセグリティをつくろう！

輪ゴムとストローだけで作る
ことができる不思議な立体

『テンセグリティ』を作ってみ
よう！

2日(土)、3日(日)
23日(土・祝)、24日(日)
30日(土)、10月1日(日)

【受付時間】
① 9:30～12:00
②13:30～16:00

20分 小学3年生以下は
保護者同伴

自由出入自然・環境  月の観察会
望遠鏡で月のクレーターを
観てみよう 

秋のお月見会を開催します。
天体望遠鏡で月のクレーター
を観察してみましょう。
※曇天・雨天時は中止となります。

3日（日） 【受付時間】
18:30～19:30 ー 中学生以下は保護者同伴

整理券木　工

ならべてつなげて！
キュービックブロック 

小さな木のブロックをボンド
でつけて、自由に形を作りま
す。

16日(土) ～18日(月・祝)
23日(土・祝)、24日(日)

①10:30～
②13:30～
③15:30～

40分
（途中退室可）

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

整理券ものづくり

トコトコ人形をつくろう！ 
紙コップを使って、坂道をト
コトコ歩く人形を作ります。

30日(土)
10月1日(日)、7日(土)

～9日(月・祝)

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

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

実　験  
センサーを使って
ロボットを動かそう 

センサーを使ったロボットプ
ログラミングに挑戦しましょ
う。

  9日(土)
10日(日)

①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回10人
小学生～大人

小学生は1人につき
保護者1人同伴

8月26日(土) 無料

ものづくり  
空き缶アルコールコンロを
つくろう

空き缶を使って、アルコール
コンロを作りましょう。

16日（土）
～18日（月・祝）

①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回10人
小学4年生～大人
小学生は1人につき
保護者1人同伴

※小学生未満入室不可

9月3日(日) 600円

自然・環境

星空観察を楽しもう
～夏の星座・月・土星～

夏の星座を探しながら、天体
望遠鏡で月や土星を観察して
みましょう。

30日（土） 18:30～20:30
※曇天時は19:30まで

15組
中学生以下は
保護者同伴

※小学生未満入室不可

9月18日(月) 無料

この他にも、応募教室「木工創作教室」30日（土）※締切９月20日（水）、ボランティアさんのわくわくかがくひろ
ば「高くのぼる紙トンボ」９日(土)・1０日(日)・1６日(土)・1７日(日)・1８日（月・祝）などがあります。詳しくは出
雲科学館（25‐1500）へお問い合わせください。

参加費
無料

応募方法

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ご希望の教室の整理券を
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）

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、希望日時を第2希望まで明記してください。

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】9月4日（月）、11日（月）、19日（火）、25日（月）

なるほど！教室なるほど！教室

チャレンジ！教室チャレンジ！教室 自由出入

整理券

出雲科学館公式
Facebook
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市内の小中学生が夏休みの自由研究に取り組んだ成果、約４００点を展示します。
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ユニークな発想を生かした力作が勢ぞろい！　ぜひご覧ください。
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９月２３日（土・祝）～１０月1日（日）
９：３０～１７：３０（ただし１０月1日は１２：００まで）

科学作品展 １０月1日（日）14：0０～１5：３０１０月1日（日）14：0０～１5：３０表彰式・
優秀作品発表会

科学のスペシャリストが講師としてやってくる

○期　　間：９月～２月の日曜日（全９回）
○募集人数：
　小学生クラス…２４人（小学５・６年生）　
　中学生クラス…２４人（中学生全学年）
○受 講 料：年間3,000円
○応募締切：9月１3日（水）

※詳しくは科学館ホームページをご覧ください。

応募方法

主催：出雲市教育研究会　共催：出雲市教育委員会

※継続して
参加できる方が
対象です。

出雲市科学作品展・
出雲市小中学生科学グランプリ
出雲市科学作品展・
出雲市小中学生科学グランプリ
出雲市科学作品展・
出雲市小中学生科学グランプリ
出雲市科学作品展・
出雲市小中学生科学グランプリ

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。

〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】毎週月曜日・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）（9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】   3日(日） 9：30～11：30    600円

野の花談議【定員15人】
（屋外での植物観察） 16日（土） 9：00～12：00    400円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 17日（日）　　　　　13：30～15：30 1,500円

野の花教室
（粘土で花入れを作ります） 20日（水） 13：30～15：30 1,900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） 22日（金） 13：30～16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 23日（土・祝） 13：30～16：30    700円

韓国料理「サムゲダン」作り
講師は韓国の方 24日（日） 10：00～13：00 1,700 円

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（9月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 まだまだ暑い日が続きます。フォークダンスで身体の
調子を整えましょう。

1日・8日・22日・29日
（いずれも金曜日） 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。

2日（土）・9日（土）・23日（土・祝） 14：00～15：30
無料

14日(木）・28日(木） 19：00～20：30
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。 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
 http://www.kazenoko-taki.com/

【休館日】火曜日
風の子楽習館（9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

夜遊び探検隊④
月を観察しよう！

スコープで月のクレーターを観察し
よう！
お月見切り絵作りも体験できるよ。
※雨天中止

  2日(土) 19:30～21:30 対象：
小学生と保護者
募集人数：
10組（20名まで）

    8月24日(木)
～ 8月31日(木)

100円／人

30日(土) 19:00～21:00    9月21日(木)
～ 9月28日(木)

初心者向け
キス釣り体験教室

初心者を対象に楽しいキス釣りの魅
力を紹介するとともに、投げ釣りが
できるように指導します。
※釣具の貸出（有料）もできます。
釣った魚はみんなで料理して食べ
ちゃおう！

10日(日)   6:00～12:30

対象：
小学生と保護者
募集人数：
6～8組（先着順）

  8月24日(木)
～ 9月3日(日)

参加費：500円／人
貸　出：道具一式500円
販　売：餌1パック200円
(貸出が必要な方のみ)

◆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。

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
＊季節限定　

紙皿フリスビー 他

所要時間：20分コースと30分コースがあります。
参 加 費：50円～ 400円(予約不要)

土日祝(イベント開催時
は除く)1日5回
ホームページまたはお
電話にて確認ください。

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。

〒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）
※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（9月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

浜遊で畑を耕そう 浜遊自然館周辺の畑で、大根と玉ねぎ作りに挑戦します。 ８日 (金）  9：30～ 15人  一般 700円

<リサイクル教室>　　　　　　　　　　
米袋で楽しい
手さげ袋を作ろう

不用になった米袋でおしゃれな手さげ袋をつくります。 10日 (日）  9：00～ 20人   一般  600円

紙バンド手芸				 はじめての方でも簡単に出来るカントリーバスケットをつくりま
しょう。 16日 (土）  9：00～ 20人   一般  500円

秋の星座観察会 半月過ぎの月を見ます。天体望遠鏡では月のクレーターが詳しく観
察できます。また、夏から秋の星座も観察します。 29日 (金）  19：30～  一般・

子ども 無料

炭の置物を作ろう 椿の実や松かさ等を使って味わいのある炭の置物をつくります。 30日 (土）  9：30～ 15人  一般 300円


