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今年の標語「ラストページまで駆け抜けて」
読 書 週 間

佐 田 図 書 館 （☎84-9050）
大 社 図 書 館 （☎53-6510）

出雲中央図書館 （☎21-0487）
海辺の多伎図書館 （☎86-7077）
ひかわ図書館 （☎73-3990）

平 田 図 書 館 （☎63-4010）
湖 陵 図 書 館 （☎43-3309）

１０月２７日（火）～１１月９日（月）

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・ 　 のイベント秋秋秋秋

図書の貸出は、一人２０冊まで、２週間借りられます。
※視聴覚資料は、５点まで、１週間です。貸出資料は、期限内に返却しましょう。

出雲中央図書館
英語のおはなし会
国際交流員による、英語の絵本の
読み聞かせなど
◇と　き／10月19日（月）
　　　　　16：00～16：20
◇対　象／幼児・小学校低学年
◆要申込（定員10名）
◆申込先／☎21－0487

“読み聞かせ”再開しています
くわしくは各図書館へ申込・お問合せください。
出雲中央／ 毎週日曜日 １５：００～１５：１５
平　田／ 第１・２・３土曜日 １０：３０～１０：４５
 第３金曜日 １１：００～１１：１５（０～２歳向け）
佐　田／ 第４日曜日 １０：３０～１１：００
 第２日曜日 １０：３０～１０：４５（０～２歳向け）
湖　陵／ 第３土曜日 １５：００～１５：１５
大　社／ 毎週日曜日 １１：００～１１：１５

出雲中央図書館講演会 【全３回】
元小学校教師の人気講師が、分かりやすく親しみやすい解説で、郷土の歴史をひも解きます。
◇日時／各回とも開場は9：30
　　　　【第1回】 「松江城を攻めよう！」
　　　　　　　　 11月7日(土)　10：00～11：30
　　　　【第2回】 「戦国武将や歴代松江藩主と出雲地方の
　　　　 　　　　 かかわり～歴史アラカルト～」
　　　　　　　　 11月28日(土)　10：00～11：30
　　　　【第3回】 「古代出雲文化の魅力～そのうち３つ～」
　　　　　　　　  12月19日（土）　10：00～11：30

◇講師／宍道正年 氏（歴史講師／元小学校教師）
◇会場／出雲中央図書館 2階　多目的室
◇対象／小学生以上（各回とも定員20名）
※入場は無料ですが、整理券が必要です。10月2日（金）から、出雲中央図書館窓口で受け付けます。チラシ付属の応募用
紙に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。引き換えに整理券を発行します。定員に達し次第、締め切ります。
出雲中央図書館 ☎２１－６２６６　共催：公益社団法人　出雲法人会

※連続講座ではありません。それぞれが独立した内容です。

しんじ　 まさ とし

▲国指定史跡 荒神谷遺跡
　（写真提供：荒神谷博物館）

▲国宝 松江城天守
　（写真提供：公益社団法人島根県観光連盟）

※イベントは全て無料です。　※当日はマスクを着用してください。熱や咳のある人の参加はご遠慮いただきます。



出雲科学館出雲科学館（10月）（10月）

企画展

10月10日●土　～25日●日　

観覧無料

日本の宇宙探査
～はやぶさ２が帰ってくる！～
日本の宇宙探査
～はやぶさ２が帰ってくる！～
日本の宇宙探査
～はやぶさ２が帰ってくる！～
日本の宇宙探査
～はやぶさ２が帰ってくる！～

9:30～17:30

ⓒ池下章裕

2020年12月に小惑星探査機「はやぶさ２」が地球に帰還
します。同機による小惑星「リュウグウ」の探査のほかに
も、日本で進められている宇宙探査について紹介します。

応募方法 事前に申込みが必要です。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。なるほど！教室なるほど！教室

〒693-0001 今市町1900-2  ☎25-1500  FAX 24-8383
 ホームページ https://www.izumo.ed.jp/kagaku/
【入館料】無料　【開館時間】9：30〜17：30
【休館日】10月5日（月）・12日（月）・19日（月）・26日（月）

開催方法が変更になる場合があります。出雲科学館ホームページでお知らせします。 科学館
ホームページ

参加費
無料

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。）チャレンジ！教室チャレンジ！教室 整理券

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

整理券木　工

ビー玉コロコロ クーゲル
バーンをつくろう

木のレールを切ったり貼ったり組み
合わせて、ビー玉がコロコロ転がる
木のおもちゃ「クーゲルバーン」を
作ります。

3日（土）・4日（日）
①10：30～ 
②13：30～ 
③15：30～

60分

各回先着8人 
小学3年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

整理券ものづくり

折り紙の万華鏡
カライドサイクルをつく
ろう！

万華鏡のようにどんどん絵が入れ替
わる、不思議な折り紙工作にチャレ
ンジしてみましょう。

3日(土）・4日（日）
24日（土）・25日（日）

①10：30～ 
②13：30～ 
③15：30～

30分

各回先着12人 
小学3年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

整理券実　験

つくって飛ばそう！
手づくりロケット！

かさ袋を使ってロケットを作りま
す。本物のロケットがどんな仕組み
で飛ぶのか、手づくりロケットを飛
ばしながら調べてみましょう！

10日(土)・11日(日)
17日(土)・18日(日)

①10：30～ 
②13：30～ 
③15：30～

50分

各回先着12人 
小学3年生以下は
2人までにつき
保護者1人同伴

整理券実　験

プログラミングに挑戦！
センサーを使って
ロボットを動かそう

パソコンでロボットのプログラミン
グをします。音センサーを使って
ボールをゴールへシュートしよう！ 
※ロボットの持ち帰りはできません。

24日（土）
25日（日）
31日（土）

11月  1日（日）
             3日（火・祝）

①10：30～ 
②13：30～ 
③15：30～

60分

各回先着12人 
小学4年生以下は

1人につき
保護者1人同伴

整理券ものづくり

発射台つき飛び出す
ロケットをつくろう

ペットボトルを使ってロケットの発
射台を作ります。ロケットを遠くに
飛ばすにはどうするといいか考えて
みよう！

10月31日(土)
11月  1日（日）

3日（火・祝)
21日（土）～
23日（月・祝）

①10：30～ 
②13：30～ 
③15：30～

20分
各回先着12人 

小学3年生以下は
保護者同伴

教　室　名 内　容 開催日 開催時間 募集人数・対象 応募QR・締切 参加費

自然・環境  
星空観察を楽しもう
秋の星座・月・火星・
木星・土星

秋の星座を夜空で探してみませ
んか。
天体望遠鏡で、月や惑星を観察
してみましょう。

10月24日（土）
18:00～20:00

※曇天・雨天時は
19:00まで

6組
（小学生～大人）
※中学生以下は

保護者同伴
※小学生未満は

同伴不可 10月11日（日）

無料

木　工  
木工中級講座〈全3回〉
※当館の「木工初級講座」

修了者が対象

椅子や机などの家具製作を視野
に入れた応用的な講座です。大
型木工機械の安全な使い方やそ
の特性を学びます。
また、来年3月開講予定の「木工
上級講座」を受講するには、本講
座の修了が条件となります。

11月3日（火・祝）
7日（土）・8日（日）

10:00～16:00
（12:00～13:30

昼休憩）

5人
（高校生～大人）

※高校生未満
入室不可

10月23日(金)

2,000円

この他にも、応募教室「木工創作教室」（18日（日）・21日（水） ※締切はそれぞれ8日（木）・11日（日））、ボランティ
アさんのわくわくかがくひろば「ビニール袋でホバークラフトをつくろう」（10日（土）・11日（日）・17日（土）・18日

（日））、「大人のための理科学習　小5 流れる水のはたらき」（11日（日））などがあります。くわしくは出雲科学館（25
‐1500）へお問い合わせください。
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