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出雲科学館出雲科学館（7月）（7月）

講演会

7月25日●日

参加無料 応募

14：45～15：45

パネル展

昨年の科学グランプリ作品展で優秀な成績を収めた作品を展示
します。夏休みの自由研究のヒントにぜひご覧ください。

7月13日●火～27日●火
観覧無料

小中学生科学グランプリ 
前年度優秀作品の写真展示
小中学生科学グランプリ 
前年度優秀作品の写真展示
小中学生科学グランプリ 
前年度優秀作品の写真展示
小中学生科学グランプリ 
前年度優秀作品の写真展示

イベント

7月31日●土

参加無料 応募

南極・昭和基地と日本各地
の科学館をオンラインでつ
なぎます。第62次南極地域
観測隊越冬隊員の方が基地内部を紹介してくれます。

国立天文台 水沢VLBI観測所
助教  秦 和弘 氏
　　　（はだ かずひろ）

©EHT Collaboration

写真提供：国立極地研究所

2019年に世界で初めて写真撮影に成功した
「ブラックホール」について、そのプロジェクト
で活躍されている島根県出身の研究者 秦
和弘氏による講演会をリモートで開催します。
◆時間／①10:30～12:00 ②15:30～17:00
◆会場／出雲科学館　　　◆定員／各回85人　
◆対象／小学4年生以上    ◆申込締切／7月4日（日）

◆定員／85人 ◆対象／小学生以上 ◆申込締切／7月11日（日）

応募方法は電話で問い合わせいただくか、出雲科学館HPをご覧ください。

応募方法は電話で問い合わせいただ
くか、出雲科学館HPをご覧ください。
※出雲科学館と国立天文台水沢VLBI観測所を
　オンラインでつなぎます。
　秦氏本人は来館されませんので、ご了承
　ください。

秦和弘氏講演会
視力300万の瞳で見る
ブラックホール

秦和弘氏講演会
視力300万の瞳で見る
ブラックホール

秦和弘氏講演会
視力300万の瞳で見る
ブラックホール

秦和弘氏講演会
視力300万の瞳で見る
ブラックホール

南極・昭和基地ツアー！
国立極地研究所
南極・北極科学館連携機関へ
生中継2021
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南極・北極科学館連携機関へ
生中継2021

南極・昭和基地ツアー！
国立極地研究所
南極・北極科学館連携機関へ
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南極・昭和基地ツアー！
国立極地研究所
南極・北極科学館連携機関へ
生中継2021

※申し込まれた方のみ入場できます。
　保護者が同伴する場合は、保護者の方もお申し込みください。

主催：国立極地研究所　共催：稚内市青少年科学館、つくばエキスポセンター、一般
財団法人WNI気象文化創造センターSHIRASE5002、多摩六都科学館、名古屋市
科学館、西堀榮三郎記念 探検の殿堂、出雲科学館、愛媛県総合科学博物館

※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】7月5日（月）、12日（月）、19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
整理券実　験

さがせ！ 
チリメンモンスター®

ちりめんじゃこの中に隠れている
チリメンモンスター ®を探してみよう。

7月3日（土）・4日（日）
10日（土）・11日（日）
17日（土）・18日（日）

①10:00～ ②11:30～ 
③13:30～ 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

ホントに転がる！？
ふしぎな円盤をつくろう！

厚紙で作るふしぎな円盤。うちわで
あおいでどこまで転がるか実験して
みよう。

7月22日（木・祝）
  ～27日（火）

①10:00～ ②11:30～ 
③13:30～ ④15:30～

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

でんぷんで実験してみよう
身近にあるでんぷんを使って、いろい
ろな実験をしてみよう。

7月28日（水）
～8月1日（日）

①10:00～ ②11:20～ 
③13:30～ ④15:00～

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

自然・環境  
星空観察を楽しもう
春の星座・月・金星

春の星座を探しながら、天体望遠鏡
で月や金星を観察してみましょう。

7月18日（日）
19:30～21:30

※曇天・雨天時は
20:30まで

10組 
中学生以下は
保護者同伴 

※小学生未満は
同伴不可

7月7日（水） 無料

実　験  
刃物の科学
家庭でもできる包丁研ぎ講座 
※応募の際、希望される日時を第2希
望まで明記してください。
※砥石は「家から持ち込み」または「科
学館で購入」のいずれかが選べます。
申し込み時に明記してください。

刃物の切れる仕組みが分かれば、ま
た新品のように切れる刃物に研ぎ直
すことができます。誰でも簡単にご
家庭で包丁を研ぐ方法を解説します。

※包丁を一本お持ちください。（鋼または
ステンレス製のみ、セラミック製は不可）

7月21日（水）
22日（木・祝）

①10:00～12:00
②13:30～15:30

中学生～大人
各回6人 

※中学生未満は
入室不可

7月7日（水）

砥石持込
の場合 
500円 

科学館で
砥石購入
の場合 

3,500円

この他にも、応募教室「木工創作教室」（18日（日）・23日（金・祝）※締切各6日（火）・11日（日））、チャレンジ！教室
「顕微鏡で見てみよう」（7月31日（土）、8月1日（日））、ボランティアさんのわくわくかがくひろば 「バランス
人形をつくろう」（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。感染症予防のため、マスク着用、手指消毒、体温測定にご協力ください。



〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411アクティーひかわアクティーひかわ（7月）（7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教室 フォークダンスで楽しく、体力向上をめざ
しましょう！！

2日・9日・16日・30日
（いずれも金曜日） 10:00 ～ 11:30 2,000円/月

ひかわdeにほんご教室ひかわ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・祝） 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斐川環境学習センター
（アース館）（7月）（アース館）（7月）

教　室　名 開催日 時　間 参加費・材料代

裂き織り体験裂き織り体験
【定員４人】【定員４人】 3日 （土） 受付 9：20～ 9：30

体験 9：30～10：30 600円

アート・フラワー教室1アート・フラワー教室1
 （布で花を作ります） （布で花を作ります） 4日 （日） 13:30～15:30 1,500円

こんにゃく作り教室こんにゃく作り教室
（持ち帰りあり）（持ち帰りあり） 11日 （日） 10:00～12:00 1,000円

アート・フラワー教室2アート・フラワー教室2
 （布で花を作ります） （布で花を作ります） 18日（日） 13:30～15:30 1,500円

野の花教室野の花教室
（粘土で花入れを作ります）（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

布細工同好会布細工同好会
（パッチワークなど）（パッチワークなど） 23日（金・祝） 13:30～15:30 400円

韓国教室韓国教室
（韓国のり巻きほか）（韓国のり巻きほか） 24日(土） 10:00～12:00 1,500円

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

工作教室工作教室（子ども夏休み（子ども夏休み
工作・コケ玉など）工作・コケ玉など） 25日（日） 10:00～12:00 作品に

よります

〒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風の子楽習館（7（7月）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)

土日祝(イベント開催時は除く)
1日 10回

夏休み期間中は火曜を除き毎日開催
ただし、夏休み工作体験日時を除く。

ホームページまたはお電話にてご確認ください。

午前 午後

①  9:15～
②10:00～
③10:45～
④11:30～

⑤13:15 ～
⑥14:00 ～
⑦14:45 ～
⑧15:30 ～
⑨16:15 ～
⑩17:00 ～

夏休み工作体験夏休み工作体験

小学生の夏休みの工作をお手伝いします。くわしい工作
内容・体験時間等については風の子楽習館ホームページ
(6月下旬掲載予定)で確認の上、電話（0853-86-3644）で
ご予約ください。
※９日（金）10:00～電話受付開始。受け入れ定数に達し次第終了。

7月22日(木・祝)・23日(金・祝)・24日(土)
・29日(木)・30日(金)・31日(土)

8月6日(金)・7日(土)・13日(金)・14日(土)

午前コース（  9:15～12:00）
午後コース（14:45～17:30）

途中休憩有
 ※終了時間は工作内容によって
　 前後します。

◆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

初心者向け初心者向け
キス釣りキス釣り
体験教室体験教室

初心者を対象に楽しいキス釣り
の魅力を紹介するとともに、投げ
釣りができるように指導します。
※釣具の貸出（有料）もできます。

11日(日) 7:30 ～ 11:00
・対象 : 小学生と保護者
・募集人数：
　    6組程度（先着順）

6月24日（木）

～

6月28日（月）

参加費：300円/人
販売：餌１P 300円
貸出：道具1セット500円
（貸出が必要な方のみ）

夜遊び探検隊夜遊び探検隊
セミの羽化をセミの羽化を
観察しよう！観察しよう！

夜の手引ヶ丘公園を散策しながら
羽化しそうなセミを探して観察
してみよう！

22日(木・祝) 19:30 ～ 21:00 ５家族程度（先着順）
（５歳以上）

7月15日(木)

～

7月19日(月)
100円／人

〒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。

浜遊自然館浜遊自然館（7月）（7月）

教　室　名 内　　　容 開催日 時　間 対  象 参加費
親水池の生き物を親水池の生き物を
みんなで調べようみんなで調べよう

親水池にどんな在来種や外来種の生き物が
いるかを調べてみよう。 10日（土） 9:00 一般(小学３年生以下は

保護者同伴)
300円

レザークラフトづくりレザークラフトづくり レザークラフトに挑戦します。
（トレーを作ります） 18日（日） 9:00 一般 1,800円

【夏休み工作】【夏休み工作】
　　スケルトンリーフスケルトンリーフ
　(葉脈標本)を作ろう　(葉脈標本)を作ろう

植物の葉脈を取り出し染色をして雑貨や
アクセサリーを作ります。 25日（日） 9:00 一般(小学３年生以下は

保護者同伴) 
400円

夏の星座観察会夏の星座観察会 この季節に見ることのできる星座や天体を
観察します。 30日（金） 20:00 一般

(小学生以下は保護者同伴) 
無料

※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。

※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。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況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状況や天候等によって中止する場合があります。
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