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出雲科学館の催し（11月）（11月）

所要時間
各20分

イベント

輪ゴムを使って動く車（ゴム・ワン カー）で、どれだけ遠くまで走らせることができるか、
距離を競います。だれよりも遠くへ、まっすぐ進むゴム・ワン カーを作って参加しよう！
（この車は、チャレンジ教室「ゴムで動く車をつくろう」で作ることができます）

南極の自然や生き物たち、観測隊の生活の様子を紹介します。

電話、ハガキ、科学館ホームページ、
FAX、科学館の受付カウンターのいず
れかで応募してください。
■いずれの場合も1通につき2人まで
応募できます。
　※応募者全員の必要事項（右のとおり）を
　明記してください。
■応募者多数の場合は抽選により決定します。
（2人応募の場合は2人1組として当落を決定します。）
■抽選の結果は応募締切後1週間以内にハガキでお知ら
せします。
■FAXなど送信先にお間違いがないようご注意ください。
■記入事項に不備があると受付できない場合があります。

再生医療やiPS細胞の研究にふれながら、再生医療
に関するリスクや誤認識についてご紹介します。

☆規定をクリアした車であれば、チャレンジ教室で作った車でなくてもグランプリに 参加できます。教室で作った車も規
定内であれば改造可能です。
☆詳しいルールはホームページをご覧ください。 ☆ゴム・ワン グランプリは、2006年に姫路科学館で始まった競技会です。

参加無料

イベント 参加無料

ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館
ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館
ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館
ゴム・ワン グランプリ
in 出雲科学館

南極体験！南極体験！南極体験！南極体験！～南極っていったい
　　　　どんなところ！？～
～南極っていったい
　　　　どんなところ！？～
～南極っていったい
　　　　どんなところ！？～
～南極っていったい
　　　　どんなところ！？～

（①10：00～12：00 ②13：30～15：30）

14：00～16：00

11月21日●火
11月26日●日

11月2３日●木●祝・25日●土・26日●日

～26日●日

講演会 参加無料

『知ってみたい
  再生医療のホントのところ』
『知ってみたい
  再生医療のホントのところ』
『知ってみたい
  再生医療のホントのところ』
『知ってみたい
  再生医療のホントのところ』

11月18日●土

11月26日●日
※時間内自由出入※時間内自由出入

主催／出雲市、出雲市教育委員会

講
　師

対　象

しめきり

定　員

八代 嘉美 氏 京都大学 iPS細胞研究所 
上廣倫理研究部門 特定准教授

松崎 有未 氏
小学5年生以上
11月8日（水）

必要記入事項
①講演会名
②氏名（フリガナ）
③学年と年齢
④郵便番号・住所
⑤電話番号

150人
島根大学 医学部 生命科学講座教授

〈写真展〉

〈サイエンストーク〉 〈プラネタリウムでオーロラ上映〉
①10:30「南極の動物と自然」　
②13:30「南極昭和基地の生活」　　
③15:30「南極での仕事」

①11:30 ②14:30
③16:30 各回先着35人

日本再生医療学会リスクコミュニケーションシンポジウム日本再生医療学会リスクコミュニケーションシンポジウム

各トークの後は南極の氷や、
防寒服の体験ができます。

受付時間 ①10：00～11：30 ②13：30～15：00

協力：国立極地研究所

〒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）（11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】   4日(土） 9：30～11：30    600円

仏経山登山と自然観察
【定員15人】   5日(日） 9：00～15：00    500円

カズラ細工教室
（カズラで作る花入れ） 12日（日） 10：00～12：00 2,000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

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
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

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	（秋の花や実を
楽しみましょう）	 25日（土） 10：00～12：00    400円

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

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（11月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 深まる秋、フォークダンスで楽しく踊り、身体と頭
をリフレッシュしてみませんか？

10日・17日・24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。

4日（土）・11日（土）・25日（土） 14：00～15：30
無料

9日（木）・23日(木・祝）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。11月は「クリスマスアレンジメント」です。 18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（11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

秋を感じる
自然観察会
～どんぐりも
食べてみよう！～

秋の手引ヶ丘公園を散策しなが
ら、植物の種の増やし方など自然
の持つ不思議さや人と自然の関わ
りを学ぼう！秋の味覚!?「どんぐ
り」も味わおう!!　※雨天中止

  5日(日) 9：30～11：30 20名
（先着順）

10/26(木)
～ 11/2(木) 100円/人

焼きいもを
体験してみよう！

秋の味覚「焼きいも」を体験してみ
よう。落葉やたき木を燃やして焼
きいもに挑戦。うまく焼けるか
な？　※荒天中止

19日(日) 9：00～12：00 8家族
（先着順）

11/9(木)
～ 11/16(木) 200円/人

◆事前申込（電話で申込み・先着順）※受付時間：10：00〜18：00　※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。

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 ～ 16：15

◆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。

〒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（11月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

	晩秋の寄せ植え 深まる冬に彩り添える寄せ植えを楽しみましょう。    4日(土) 10：00～ 20人   一般   1,500円
鉢代別途

自然観察(植物編)
風に鳴る植物の
音を楽しもう

風にそよぐ葉の音を聞いたり、茎や葉で音を出してみる。  11日(土)  13：30～ 15人   一般・
子ども    100円

美味しい簡単
お菓子づくり 手作りの簡単お菓子を作ります。 (親子での参加もできます)  12日(日)  9：30～ 15人   一般・

子ども    500円

そば打ち体験 そば打ちを体験し、打ちたてのそばを堪能します。  19日(日)  9：30～ 20人   一般・
子ども    500円

羽子板飾りを
作ろう

大切にしまってあった思い出の結納の水引等を羽子板飾りや
扇飾りに形を変えて、お部屋に飾ってみませんか？  26日(日)  9：00～ 15人  一般 2,300円


