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出雲科学館出雲科学館（4月）（4月）

令和3年度
『子ども天文クラブ』
クラブ員募集 

令和3年度
『子ども天文クラブ』
クラブ員募集 

令和3年度
『子ども天文クラブ』
クラブ員募集 

令和3年度
『子ども天文クラブ』
クラブ員募集 
◆対象／小学4年生～中学3年生　
◆申込締切／４月25日（日）
◆年会費／３,０００円
※活動日時や申込方法など、
　詳しくはホームページをご覧ください。

企画展 観覧無料

出雲市にもジオパークがあるって知っていますか？
ジオパークってなに？ジオパークってどこにあるの？
ジオパークについて、その魅力をたくさん紹介しま
す。知れば知るほど行ってみたくなるかも！？

関連教室もたくさん開催します！！
詳しくはホームページをご覧ください。

9:30～17:30

開催中～ 4月18日●日  
島根のジオパーク島根のジオパーク島根のジオパーク島根のジオパーク
探検！探検！探検！探検！

※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。

〒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】4月12日（月）、19日（月）、26日（月）

科学館ホームページ

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

参加
無料

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人につき2人分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

整理券ものづくり

春の草花で
しおりをつくろう

いろいろな草花を観察しなが
ら、しおりを作りましょう。

   3月28日(日)
～4月  2日(金)

①10:00～ 
②11:00～ 
③13:30～ 
④14:30～ 
⑤15:30～

30分

各回先着12人 
小学3年生以下は

保護者同伴
※学年は令和2年度のもの

整理券実　験

食塩水で虹をつくろう

食塩水に色をつけて、試験管の
中にカラフルな虹を作りましょ
う！

   3月29日(月)
～4月  2日(金)

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

※学年は令和2年度のもの

整理券ものづくり

何の形に見えるかな？
ストーンアートに
挑戦しよう！

好きな石を選んで、絵を描いて
みましょう！

４月３日(土)、４日(日)
10日(土)、11日(日)

①  9：50～  
②11：20～ 
③13：30～ 
④15：30～

40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

磁石で工作
こつこつキツツキを
つくろう

磁石のひみつを調べながら、お
もしろい動きのおもちゃを作り
ましょう。

4月3日（土）～7日（水） 
24日（土）、25日（日）

29日（木・祝）

①10:00～ 
②11:30～ 
③14:00～ 
④15:30～

30分
各回先着12人 

小学3年生以下は
保護者同伴

整理券実　験

鉛筆と塩水を使って
LEDをつけよう 

鉛筆と塩水で電池を作ることが
できます。その仕組みを使って、
LEDランプをつけてみましょ
う！

4月17日（土）、18日（日）
24日（土）、25日（日）

29日（木・祝）

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

40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

教　室　名 内　　　容 開催日 開催時間 募集人数・対象 締　　切 参加費
木　工  

木のカトラリーづくり 
ヒノキのスプーンを削ろう
※応募の際は、希望日を
　第2希望まで明記してください。

木の香りを感じながら、刃物や
機械でヒノキのスプーンを削り
出します。

4月 9日（金）
    10日（土）

10:00～16:00
（12:00～13:00

昼休憩）

中学生～大人 
各日8人 

※中学生未満は
入室不可

3月28日(日) 300円

自然・環境  
星空観察を楽しもう
冬の星座・月・火星

冬の代表的な星座を探しなが
ら、天体望遠鏡で月や火星を見
てみましょう。

4月17日(土)
19:00～21:00
※曇天・雨天時
は20:00まで

8組 
中学生以下は
保護者同伴 

※小学生未満は
同伴不可

4月7日(水) 無　料

実　験  
大人のための理科学習
第10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。

出雲科学館では、小学３年生か
ら中学３年生を対象に理科学習
をしています。今回、小学６年
生「物の燃え方と空気」をご紹介
します。

4月18日(日) ①10：00～12：00 
②14：00～16：00

大人
各回12人

 ※子どもの同伴可
※定員に満たない場合は、

当日先着順で受付ます

4月4日(日) 無　料

この他にも、応募教室「木工創作教室」（18日（日）・21日（水）※締切各4月6日（火）・9日（金））、ボランティ
アさんのわくわくかがくひろば「つくろう！手作りくす玉」（10日（土）・11日（日）・17日（土）・18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。



※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（4月）
教　室　名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 楽しいダンスで身体と心をリラックスさせま
しょう。アンチエイジングにもいいですよ！

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

〒699－0612 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）（4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） 9：30～11：30    600円

アート・フラワー教室❶❷
 （布で花を作ります）

  4日（日）
18日（日） 13：30～15：30    各回とも

1,500円

地元の麦わらで幸運のお守り
ヒンメリを作ろう！ 10日（土） 10：00～12：00 1,200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） 13：30～15：30    400円

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

山野草の寄せ植え
（呼吸する来待石の鉢を使って）

25日（日） 10：00～12：00 3,500円

〒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（4月）

◆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 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～ (予約不要)

土曜日・日曜日・祝日
1日10回

イベント開催時は
実施しません

午前 午後

①  9：30～ 
②10：00～ 
③10：50～ 
④11：20～

⑤13：10～ 
⑥13：40～ 
⑦14：30～ 
⑧15：00～ 
⑨15：50～ 
⑩16：20～

◆自由参加（内容によっては人数制限があります） ※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

タケノコ
掘りデー 

（2回開催）

手引ヶ丘公園内の竹林でタケノコ掘
りを体験しよう！
※2回に分けて開催します。
　ご希望の開催日にお申し込みください。

10日(土)
24日(土) 9:30～11:00

各５家族程度 
（5歳以上の子どもと

その保護者で参加）

4月1日(木)
～ 

5日(月)
電話受付(先着順)

100円/人

※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。

〒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（4月）
教　室　名 内　　　容 開催日 時　間 対  象 参加費

お手軽簡単料理を
作りましょう

美味しく、いつでも使える簡単な料理を
作ります。

17日（土） 9:30  一般 700円

パッチワークを楽しもう パッチワークで小物を作ろう（２日間の講座に
参加できる方）２回の講座で完成をめざします。

18日（日）
24日（土） 9:00  一般 800円

春の寄せ植え かわいい春の寄せ植えに挑戦します。 25日（日） 9:30  一般 1,500円
（容器代含まず）

※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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