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出雲科学館の催し（12月）（12月）

サイエンスショー 整理券

所要時間40分

所要時間30分

実　験

イベント 参加無料

サイエンスショー 参加無料

12月15日●土

11月27日●火～12月16日●日

・16日●日

①11：30～ ②14：30～

①11：30～ ②14：30～

クイズや実験をしたり、お話を聞い
たりしてペンギン博士になろう！
※生きているペンギンは来ません。

◆所要時間／30分 ◆定員／各回先着24人
◆小学3年生以下は保護者同伴

ペンギンのひみつペンギンのひみつ

①10：30～ 
②13：30～
③15：30～
魚はどこで呼
吸するか知っ
てるかな？ トラザメやドジョウなど
の生きた魚を見ながら、普段はあま
り考えることのない魚の呼吸につ
いて詳しくなろう!

イケメンお兄ちゃんが教える
呼吸の不思議

～魚の呼吸は口？
　エラ？お尻！？～

イケメンお兄ちゃんが教える
呼吸の不思議

～魚の呼吸は口？
　エラ？お尻！？～ 9：30～17：30

これまでにアクアスで撮影された
生き物や南極の生物たちを中心
に、水辺に棲む生き物たちの写真
や動画を展示します。

水辺の生き物写真展水辺の生き物写真展
写真展

しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館
しまね海洋館アクアス
出張教室 in 出雲科学館

しまね海洋館アクアスが科学館にやってくる！
今年のテーマは「魚の呼吸」と「ペンギン」！

12月22日●土　　　　　　・23日●日　　　　　　●祝
おもしろ！ビックリ！サイエンスショー
空飛ぶチカラ
おもしろ！ビックリ！サイエンスショー
空飛ぶチカラ
おもしろ！ビックリ！サイエンスショー
空飛ぶチカラ
おもしろ！ビックリ！サイエンスショー
空飛ぶチカラ

講師：高柿勝博さん
　　　　（日立シビックセンター科学館）

今年の出雲科学館は、冬休みにも実験ショーの達人が
やってくる！ 今回のサイエンスショーは「空飛ぶチカラ」。
飛ぶ仕組みを使ったいろいろな実験を紹介します。
どんなチカラで空を飛ぶのか、お楽しみに！

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

自由出入ものづくり

紙コップ工作
パクパク人形をつくろう

紙コップとストローで簡単工作。2本のストロー
を動かすと、口をパクパク動かすように紙コップ
が動きます。どんな仕組みで動いているのか、動
きを伝える仕組みを考えながら工作しましょう。

1日（土）・2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

整理券木　工  
糸のこ盤をつかって 
クリスマスオーナメントを
つくろう

電動糸のこ盤を使って、広葉樹の薄板か
ら吊るし飾り（オーナメント）を切り抜き
ます。自分で考えた形でも、用意された
形の中から選んでもOK ！

1日（土）・2日（日）
8日（土）・9日（日）

①10:30～
②13:30～
③15:30～

60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

自由出入ものづくり

プラコップギターで
いろいろな音色を奏でよう

プラコップと輪ゴムを使って、優しい音
色のするギターを作ります。
作ったギターで実験しながら、いろいろ
な音色を奏でてみましょう。

22日（土）～27日（木）
【受付時間】

①  9:30～12:00
②13:30～16:00

20分 小学2年生以下は
保護者同伴

整理券実　験

つくって！遊ぼう！
小麦粉粘土

小麦粉の特徴を学びながら、粘土を作っ
て遊びましょう。好きな色や形の飾りを
作ることができます。

22日（土）～27日（木）
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

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
レベルアップ☆サイエンス  
地球をめぐる水の旅
※応募の際、希望日時を第３希望ま
で明記してください。

自分で雲や雪の結晶を作り、水が自
然の中でどのようにすがたを変えて
いくのかを見ていこう!!

23日（日・祝） 
24日（月・振替）

①10:30～12:00
②14:00～15:30

各回24人
小学4年生～中学3年生
※小学生未満入室禁止

12月14日（金） 無料

自然・環境  
星空観察を楽しもう
～秋の星座・月・火星～

天体望遠鏡で月や火星を観察しま
す。今年はウィルタネン彗星が地球
に接近しています。望遠鏡を向ける
と、見えるかもしれません。

15日（土）
18:00～20:00

※曇天時は
19:00まで

15組
中学生以下は
保護者同伴

※小学生未満入室禁止
12月5日（水） 無料

この他にも、応募教室「木工創作教室」（16日（日）・23日（日）※締切各12月6日（木）・13日（木））、ボラン
ティアさんのわくわくかがくひろば「まつぼっくりでクリスマスツリー」（8日（土）・9日（日）・15日（土）・
16日（日））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。

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】12月3日(月)、10日(月)、17日(月）、28日（金）〜1月3日（木）

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
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〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411
【休館日】12月29日～ 12月31日

アクティーひかわ（12月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 音楽に合わせて踊ってみませんか？フォークダンスで楽しく体
力作りをしましょう。

7日・14日・21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。

1日（土）・8日（土）
22日（土） 14：00～15：30

無料
13日（木）・27日(木） 19：00～20：30

〒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（12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

餅つきを
体験しよう！

正月といえばお餅。餅は日本に古くから伝わ
る食文化です。この歴史ある食べ物を昔なが
らの杵と臼でぺったんぺったん！上手につけ
るかな？ゆず餅・草餅などいろいろな種類の
できたてのお餅を食べ比べてみよう。

16日(日) 10:00～13:00
20人(先着順)
子ども～大人

(5歳以上)

12/7(金)
～ 12/13(木) 700円/人

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

風の子楽習館
クリスマス会

今年も楽しい風の子楽習館クリスマス会を開
催します！子ども向けコンサート（無料）、ク
リスマスにちなんだものづくり体験やサンタ
クロースのいるフィンランドクッキーの飾り
つけなどクリスマスイベントが盛りだくさ
ん！体験学習すればビンゴゲーム(先着120名
のお子様)に参加できるよ！

2日(日) 10:00～16:00 どなたでも
参加できます

申込の必要は
ありません

体験学習等は
実費

◆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。

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　

松ぼっくりミニツリー
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（12月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

干支の絵馬飾り
作り 和紙を貼ったりペイントしたりして可愛い来年の絵馬飾りを作ります。   2日(日）  9：00～ 15人  一般 1,000円

春を待つ花を
生けよう 正月を迎える花を生けましょう。 15日(土）  9：30～ 15人   一般  1,500円

しめ縄・しで作り  自分で作ったしめ縄で正月を迎えましょう。 16日(日）  9：30～ 25人   一般  700円

ミニ門松作り  松や竹を使ったミニ門松作りに挑戦しよう。 21日(金）  14：00～ 30人   一般  600円

入場料
500円

（全席自由）

ひかわ 
New Year Concert

◆と　　き／1月13日（日）14：00開演（13：30開場）　　
◆おたずね／アクティーひかわ　☎︎ 72-7411 第19回

〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】月・木曜日、12月29日～１月３日
※ただし、第２・第４月曜日は教室のための開館です。
※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）（12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】   1日(土） 9：30～11：30    600円

手作りのマコモのしめ縄で
お正月！   8日(土） 10：00～12：00 1,200円

生ゴミ用ボカシ作り教室
（４㎏お持ち帰り）   8日(土） 13：30～16：00    600円

韓国教室（キムチ作り）
（白菜漬け込み付き）   9日（日） 10：00～12：00 1,800円

こんにゃく作り教室
（お昼ごはん・お持ち帰り有） 15日(土） 10：00～13：00 1,000円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
布ぞうり作り教室

【定員8人】 15日(土） 13：30～16：30    700円

はじめての水彩画 
（季節を描こう） 16日（日） 10：00～12：00 1,000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

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

布細工同好会 
（パッチワークなど） 21日（金） 13：30～16：30    400円
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