
出雲科学館の催し（8月）（8月）

企画展

今年は甲虫たちの「カタチ」に注目。世界のいろいろな
甲虫たち、どうしてそんなカタチをしているの？すべての
カタチには意味がある！世界の甲虫をじっくり観察しよう！

8月3日●土 ～18日●日

参加無料

イベント 参加無料

第1弾

8月10日●土　　　　　　～12日●月　　　●振休
①11:00～ ②13:30～ ③15:30～
●所要時間60分　●各回定員100人
講師：栗岡誠司さん（神戸常盤大学 教授）

化学って、身近にあって、
おもしろい！
化学って、身近にあって、
おもしろい！
化学って、身近にあって、
おもしろい！
化学って、身近にあって、
おもしろい！

第2弾

8月17日●土　　　　　・18日●日
①11:00～ ②13:30～ ③15:30～
●所要時間45分　●各回定員100人
講師：福岡亮治さん （大阪成蹊大学 講師） 
　　  福岡はるさん

ぱぱとはるのエデュテイ
メントサイエンスショー
ぱぱとはるのエデュテイ
メントサイエンスショー
ぱぱとはるのエデュテイ
メントサイエンスショー
ぱぱとはるのエデュテイ
メントサイエンスショー

第3弾

8月24日●土　　　　　①11:00～ ②13:00～ ③15:00～

●所要時間60分　●各回先着50人
●小学3年生以下は保護者同伴
講師：米谷 彰さん（楽しくなければ理科ではない！代表）

科学クイズに挑戦科学クイズに挑戦科学クイズに挑戦科学クイズに挑戦

第4弾

8月25日●日 ①11:00～ 
②13:00～

光の秘密を調べよう光の秘密を調べよう光の秘密を調べよう光の秘密を調べよう

整理券
主催／科学の縁結びネットワーク

【受付時間】①10:00～11:00
               ②13:00～14:00
               ③15:00～16:00
定員：1回15人 体験時間：5分交替制
※状況により開催期間を変更する場合があります。

9:30～17:30

世界の甲虫展2019世界の甲虫展2019世界の甲虫展2019世界の甲虫展2019
～どうしてそんなカタチなの？～～どうしてそんなカタチなの？～～どうしてそんなカタチなの？～～どうしてそんなカタチなの？～

生き虫ハウス生き虫ハウス生き虫ハウス生き虫ハウス

おもしろ！ビックリ！ サイエンスショー おもしろ！ビックリ！ サイエンスショー おもしろ！ビックリ！ サイエンスショー おもしろ！ビックリ！ サイエンスショー 

8月3日●土 ～18日●日

〒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】8月は毎日開館します

教　室　名 開催日 開催時間 募集人数・対象 応募しめきり 参加費
木　工  

夏休み　家族で自由に木工作
11日(日・祝)

12日(月・振休)
 10:00～16:00

（12:00～13:30昼休憩）
完成次第退室可

小学生以上5組
（1組5人程度）

中学生未満保護者同伴
8月1日(木) 無料

自然・環境  
星空観察を楽しもう　夏の星座・月・木星・土星 9月7日(土) 19:00～21:00

※曇天時は20:00まで

15組・小学生～大人
中学生以下は保護者同伴

※小学生未満は入室不可
8月25日（日） 無料

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人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。

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

教　室　名 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

自由出入実　験

つくってあそぼう！手づくりヨーヨー
1日(木)～5日(月)

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

20分 小学生未満保護者同伴

整理券実　験

蛍光物質ってなに？～身の回りの光るものを探そう～
1日(木)～5日(月)

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

整理券木　工

かんなで削ろう！マイ箸づくり
6日(火)～9日(金)

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

回すと動く！？回転アニメをつくろう！
6日(火)～10日(土)

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

30分 小学2年生以下は保護者同伴

自由出入自然・環境  
天体観望会　夏の星座・月・木星・土星

10日(土) 19:30～21:00 
※曇天時は20:30まで ー 中学生以下は保護者同伴

整理券実　験

月の満ち欠け早見盤をつくろう
10日(土)～14日(水)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

50分 各回先着24人 
小学3年生以下は保護者同伴

自由出入ものづくり

骨のない凧をつくろう
11日(日・祝)～15日(木)

【受付時間】 
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

30分 小学3年生以下は保護者同伴

整理券実　験

コーンが大変身！ポップコーンをつくろう
15日(木)～18日(日) 
24日(土) ・ 25日(日)

①10:00～ 
②11:30～ 
③13:30～ 
④15:30～

30分
各回先着18人 

小学3年生以下は2人までにつき
保護者1人同伴

自由出入木　工

めざせてっぺん！のぼり虫をつくろう
16日(金)～20日(火)

【受付時間】
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

30分 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

紫外線チェックストラップをつくろう！
21日(水)～25日(日)

【受付時間】 
①  9:30～12:00
②13:30～16:00

20分 小学2年生以下は3人までにつき
保護者1人同伴
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〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日、8月１３・１４・１５日
※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）（8月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

裂き織り体験【定員4人】   3日(土） 9：30〜11：00    600円

初めての水彩画教室   6日（火） 10：00〜12：00 1,000円

アート・フラワー教室
（布で花を作ります） 18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） 21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） 23日（金） 13：30〜16：30    400円

韓国料理教室
韓国風そうめん・ジャガイモチヂミ 24日（土） 10：00〜13：00 1,000円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 24日（土） 13：30〜16：30    700円

紙すき体験
小学生対象【定員25人】 25日（日） 10：00〜12：00 無料

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわ（8月）
教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 暑い季節、フォークダンスで気持ちのいいい汗を流してみませ
んか。

2日・9日・23日・30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ための教室です。
楽しくご指導します。

3日（土）・10日（土）・24日（土） 14：00〜15：30
無料

8日（木）・22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（8月）

〒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（8月）
講座名 内　　　容 開催日 時間 募集人数 対  象 参加費

＜夏休み企画＞
湊原海岸でキス釣りを楽しもう

自然館周辺の海岸でキス釣りを楽しみます。
（道具・えさ代含む） ３日(土） ６：００〜 10人  一般（小学３年生

以下は保護者同伴） 1,000円

＜夏休み工作＞
スカイスクリューを飛ばそう ゴム動力のスカイスクリューを飛ばせてみよう。 ４日(日） ９：３０〜 20人  一般（小学３年生

以下は保護者同伴） 200円

万華鏡をつくろう 自分だけの万華鏡を作ります。 １１日(日） ９：３０〜 10人  一般（小学３年生
以下は保護者同伴） 700円

<夏休み企画>
身近にいる小さな生き物をつかま
えてボトルアクアリウムを作ろう

親水池でメダカやエビをつかまえてボトルアクアリウ
ムを作ります。 18日(日） ９：００〜 20人  一般（小学３年生

以下は保護者同伴） 500円

<夏休み企画>
きれいな貝殻が動物に変身 きれいな貝殻を使ってうさぎと亀を作ろう。 25日(日） ９：３０〜 15人  一般（小学３年生

以下は保護者同伴） 500円

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

～自然の川で～ 
ヤマメのつかみ

取りを楽しもう！

多伎町奥田儀の宮本川の上流で昔行われてい
た櫻井家のたたら製鉄の歴史を知り、そのき
れいな自然の川でヤマメのつかみどりに挑戦
しよう！泳いでいるヤマメを追い込んで…素
手でつかまえられるかな？
※川の状況により中止する場合があります。

24日(土) 10:00〜13:00

50人　先着順
3歳以上　 

(幼児・小学生は
保護者同伴)

8月8日(木) 
〜8月18日(日)

大人1,100円/人 
子供1,000円/人

夜遊び探検隊④ 
秋の夜空を眺めて

みよう！

秋の星や月をスコープを使って観察しよう！
果てしない宇宙を自分の目で見て実感しよ
う！

9月7日(土) 
予備日 

9月8日(日)
19:00〜21:30 8家族 8月29日(木) 

〜9月5日(木)
100円/人 
(3才以上)

◆事前申込が必要なイベント（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

竹の水鉄砲作り他

所要時間：20分コースと30分コースがあります。
体 験 料：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
にてご確認ください。

※夏休み期間中（7月20日〜8月25日）
は、平日も行います。

①  9：30 〜 10：30
②11：00 〜 12：00
③13：15 〜 14：15
④14：30 〜 15：30 
⑤15：45 〜 16：45

夏休み工作体験
木材などを活用して、小学生の夏休み工作を応援します。
詳しい工作内容・制作時間等についてはホームページや電話で、ご確認
のうえ、ご予約ください。

7月20日〜8月17日の間の
金曜日と土曜日に実施

 ①  9：15〜15：30（5hコース） 
 ②  9：15〜12：00（2.5hコース） 
 ③13：15〜16：00（2.5hコース） 
　　　　 途中休憩あり 
 ※①〜③の制作時間は工作内容による

◆自由参加のできる体験学習（内容によっては人数制限があります） ※団体の体験があるときは、参加できません。体験できる時間等を電話でお確かめください。

◆予約が必要な体験学習
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