
出雲科学館出雲科学館（11月）（11月）

☆１位～３位の方には科学グッズをプレゼント！　
☆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・ワンは姫路科学館の登録商標です。 　※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。

競技時間 ①10：00～12：00 ②13：30～15：3011月23日●月　　　　　●祝 ※時間内自由出入※時間内自由出入

受付時間 ①10：00～11：30 ②13：30～15：00

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

毎年恒例となりました「ゴム・ワン グランプリ in 出雲科学館」を今年も開催します！
輪ゴムを使って動く車（ゴム・ワンカー）を、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。小さなお子様から大人の方まで、ぜひご参加ください！（基本的な車
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。）

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】11月2日（月）・9日（月）・16日（月）・24日（火）・30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

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。）
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。チャレンジ！教室チャレンジ！教室

整理券

自由出入

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

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。

10月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

自由出入自然・環境

天体観望会　秋の星座・
月・火星・木星・土星

日に日に寒くなっていますが、夜空に輝
く秋の星座を探してみましょう。天体望
遠鏡を使って、月のクレーターや惑星も
観察します。　協力：出雲天文同好会

21日(土)
18:00～19:30 

※曇天・雨天時は
中止

ー 時間内自由出入 
中学生以下は保護者同伴

整理券ものづくり

～ゴム・ワン グランプリ
にチャレンジ！～ 
ゴムで動く車をつくろう

ゴムの力で走る車を作ります。どのくら
い遠くまで走らせることができるかな？
毎年恒例となった「ゴム・ワン グランプリ 
in 出雲科学館」にもチャレンジしてみま
しょう！

7日(土)・  8日(日) 
14日(土)・15日(日) 
21日(土)・22日(日)

①10：30～ 
②13：30～ 
③15：30～

60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

整理券ものづくり

くるくる簡単！オリジナ
ル鉛筆をつくろう

鉛筆の芯にくるくると紙を巻いてオリジ
ナル鉛筆を作ります。鉛筆を作ったり、
クイズにチャレンジしたりしながら、鉛
筆にくわしくなりましょう！

11月28日(土)・29日(日) 
12月  5日(土)・  6日(日)

①11:00～ 
②13:10～ 
③14:00～ 
④15:10～

30分
各回先着12人 

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
干支の置物をつくろう

一人一台電動糸のこ盤を使って、かわい
い干支（うし）の置物を作ります。干支に
まつわるお話や、機械で木材を上手に切
るコツを聞きながら、じっくり木の工作
を楽しんでみませんか？

11月28日(土)・29日(日) 
12月  5日(土)・  6日(日)

26日(土)・27日(日)

①10：30～ 
②13：30～ 
③15：30～

60分
各回先着8人 

小学3年生以下は
1人につき保護者1人同伴

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

実　験  
大人のための理科学習
第９弾
※応募の際は、希望時間を第2

希望まで明記してください。

科学館の理科学習の中から、小学６年生
「電気と私たちのくらし」をご紹介します。
前半は、電気の利用や発電について実験
で確かめます。後半は、プログラミング
教材「MESH」を使ったプログラミングを
体験しましょう。

12月6日(日) ①10:00～12:00 
②14:00～16:00

各回12人
大人

※定員に満たない場合
は当日先着順で受付
けます。

※子どもの同伴可 11月22日(日)

無　料

この他にも、応募教室「木工創作教室」（18日（水）※締切8日（日））、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「水の
クレーンでたくさん吊るそう！」（７日(土)・８日（日）・1４日（土）・1５日（日））などがあります。くわしくはホーム
ページをご覧いただくか出雲科学館（25‐1500）へお問い合わせください。

2020.10.20 広報いずも 28



2020.10.20広報いずも29

■定例講演会 第183回
演題：企画展関連講座１ 『三瓶山の大地創造～出雲平野の形成と遺跡出現～』
講師： 中村唯史氏 (島根県立三瓶自然館　学芸員）
資料代300円　要申込み　※マスクをご持参ください

※感染予防のため中止や入場制限の可能性がございます。中止、変更などの最新情報は Facebook をご覧ください。

11月21日(土) 13：30～15：00 ※ゼミ形式「風土記談義」は新型コロナウイルス感染症
感染防止のため、人数を制限し既に登録されている会
員様限定の開催とさせて頂きます。
　予めご了承ください。

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
メールアドレス：yayoi@city.izumo.lg.jp

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため内容を変更する場合がございます。最新情報は、博物館ホームページをご確認ください。

※最新情報はFacebookをご覧ください。

開館時間　９時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日　火曜日（祝日の場合は翌平日）・年末年始

よすみちゃん

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

入館料・観覧料   無料

◀６世紀の冠（復元品）◀６世紀の冠（復元品）

▲「しまねの吉田くん」
　生みの親「FROGMAN」
▲「しまねの吉田くん」
　生みの親「FROGMAN」

▲白枝荒神遺跡出土 破鏡▲白枝荒神遺跡出土 破鏡
お地蔵さまと▶

野の花　
お地蔵さまと▶

野の花　

（販売は１３：３０まで）（販売は１３：３０まで）

「出雲弥生の森博物館 開館10年 展示のあゆみ」
スポット展

企画展
ホール展示

１１月７日(土)～３月２９日(月)

「新発見・横穴墓の線刻壁画
　　　　　 ―神門横穴墓群の調査から―」

速 報 展 好評開催中～１月１８日(月)

荒神谷博物館情報

申込み・おたずね／
〒699-0503 斐川町神庭873-8
☎72－9044 FAX 72－7695

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） 荒神谷博物館FB 検索

Archaeological Museum of Kojindani
荒神谷博物館

　一般国道9号出雲バイパス建
設に伴い発掘された遺跡を紹
介するシリーズ第6回は白枝地
区です。今では住宅地になっ
ている白枝町付近の弥生時代
はどのような暮らしをしてい
たのでしょうか。
　ガラス小玉、土器などの出
土物から探ります。

　苔や野の花に囲まれた、小さなお地蔵さんを展示。
　日頃お世話になっている人々への感謝の気持ちと
みんなの幸せ
と世界平和を
祈りながら、
一つひとつ丁
寧に作り上げ
た作品です。

１０年間で開催した展示をパネルで紹介します！

開館１０周年記念特別展 好評開催中～12月21日(月)

井上幸子作品展 『野の花地蔵』
『消えた潟湖（神門水海）
　　　  ～辺のムラ、しろえだ～』

せき

ほとり

こ

巡覧！出雲平野の遺跡ｼﾘｰｽﾞⅥ
11月6日（金）～29日（日）11月6日（金）～29日（日）11月21日（土）～2月15日（月）11月21日（土）～2月15日（月）

観覧無料

きらめく冠を
　　みにきてね！

開館10周年
　 記念イベント

11月7日（土）

  ９：３０ ～   ９：５０
  ９：５０ ～ １０：45
１２：００ ～ １3：0０
  ９：３０ ～ １4：００
  ９：３０ ～ １4：００

  ９：３０ ～   ９：５０
  ９：５０ ～ １０：45
１２：００ ～ １3：0０
  ９：３０ ～ １4：００
  ９：３０ ～ １4：００

◆「子ども獅子舞」三谷神社獅子舞保存会
◆開館１０周年記念式典
◆よすみちゃん＆新キャラクターと写真を撮ろう♪
◆弥生の森カフェ（からあげ、ケーキなど）
◆よすみちゃんクイズ

◆「子ども獅子舞」三谷神社獅子舞保存会
◆開館１０周年記念式典
◆よすみちゃん＆新キャラクターと写真を撮ろう♪
◆弥生の森カフェ（からあげ、ケーキなど）
◆よすみちゃんクイズ

ＦＲＯＧＭＡＮ
制作の
新キャラクター!!

「出雲・上塩冶築山古墳と
　　　　　　　 その時代」

おねがい　イベント当日はマスクの着用、出入り口での手指消毒、体温測定、氏名・電話番号の記入にご協力ください。

▲

子
ど
も
獅
子
舞

クイズにこたえて「わたがし」をもらおう！クイズにこたえて「わたがし」をもらおう！

【協力】
弥生の森おおつ
めめの会

【協力】
弥生の森おおつ
めめの会



〒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）

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、予定していたイベントを中止する場合があります。

〒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 フォークダンスで楽しくカラダを動かしてみ
ませんか？

6日・13日・20日・27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。

7日・14日・28日
（いずれも土曜日） 14：00～15：30

無料
12日（木）・26日（木） 19：00～20：30

〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日
※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）（11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】   7日(土） 9：30～11：30    600円

カズラ細工教室
 （コケ玉・花かご・ランプシェード）

14日（土） 10：00～12：00
1,500円
2,000円
5,500円

アート・フラワー教室
 （布で花を作ります）

15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）

18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）

27日（金） 13：30～16：30    400円

布ぞうり作り教室
【定員8人】 28日（土） 13：30～16：30    700円

新年を彩る白檀ベースの
お部屋香（縁起物） 29日（日） 10：00～12：00    3,000円

◆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 開催時間

一般体験学習 ものづくり体験の所要時間は１回約30分です。
参加費：50円～ 400円(予約不要)

土曜日・日曜日・祝日
(イベント開催時は除く)

1日１０回
ホームページまたはお電話で

ご確認ください。

午前 午後

①  9：30～ 
②10：00～ 
③10：50～ 
④11：20～

⑤13：10～ 
⑥13：40～ 
⑦14：30～ 
⑧15：00～ 
⑨15：50～

◆自由参加（内容によっては人数制限があります） ※ただし、団体予約がある場合は参加できません。電話でお確かめください。

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
秋の味覚を
楽しもう！ 
焼いも体験

秋の味覚「焼きいも」作りを体験して
みよう。落葉や焚き木を燃やして焼
きいもに挑戦。うまく焼けるかな？

  8日(日) 9：30～12：00
5家族(先着順) 

5歳以上

10月29日(木) 
～ 

11月2日(月)
300円/人

そば打ちを
体験しよう！

家族みんなで楽しくおいしいそばを
作ろう ! そばを打つのはちょっとむ
ずかしいけど、出来たてのそばは
とってもおいしいよ。

21日(土) 9：30～12：15
5家族(先着順) 

5歳以上

11月12日(木) 
～ 

11月16日(月)

１家族 
（約３人前） 

1,700円

※新型コロナウイルス感染症の感染防止や天候等によって中止または日程変更する場合があります。 

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、予定していたイベントを中止する場合があります。
　また、年度当初の講座開催予定表より人数を減らしている講座がありますので、併せてご了承ください。

〒699－0741 大社町中荒木2484　☎・FAX53－5080
【休館日】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

箱庭作り 簡単で可愛い箱庭を作ります。   7日（土） 9:30 10人  一般 500円

浜遊で畑を耕そう
その2（玉ねぎ） 自然館の畑で玉ねぎ作りに挑戦します。   8日（日） 9:30 15人  一般 700円

秋の寄せ植え すてきな秋の寄せ植えに挑戦します。 14日（土） 9:30 15人  一般 1,500円
 （容器代別）

ペインティングで可愛いクリス
マスプラークを作りましょう

白木に色を塗ったり、デコレートしてクリ
スマス飾りを作ります。 15日（日） 9:30 15人  一般 1,300円

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、予定していたイベントを
　中止する場合があります。 
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