
2月5日●土・6日●日・11日●金●祝～13日●日・
19日●土・20日●日・23日●水●祝・26日●土・27日●日
2月5日●土・6日●日・11日●金●祝～13日●日・
19日●土・20日●日・23日●水●祝・26日●土・27日●日

※開催方法が変更になる可能性があります。出雲科学館ホームページでお知らせします。

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

出雲科学館出雲科学館（2月）（2月）

①10:30～ ②11:30～ ③13:00～ ④14:00～ ⑤15:00～
♦参加人数／各回先着８組（※１組４人まで）

つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争つみっこ早積み競争
イベント 参加無料

出雲科学館オリジナル積み木「つみっこ」を使って、タワーを
作ろう！３分間の制限時間でどれだけ高く積み上げることが
できるのか、競争しましょう。

各回の優勝チームには
記念ポストカード、月間総合優勝チームには
出雲科学館オリジナルグッズをプレゼント！
友達や家族での挑戦をお待ちしています。

過去最高記録
215cm

なるほど！教室なるほど！教室 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ご応募ください。応募方法

〒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】2月7日（月）、14日（月）、21日（月）、28日（月） 科学館

ホームページ

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
冬の星座・月・木星
※応募の際、希望日を第２希望まで
　明記してください。

本格的な冬の季節になり、夜空には冬の
星座が輝いています。
寒さ対策をして、冬の星空をながめてみ
ましょう。

5日（土）
6日（日）

18:30～20:30
※ 曇 天・雨 天 時

は19:30まで

各日10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

1月26日(水) 無料

木　工  

木のカトラリーづくり
カッティングボードをつくろう
※応募の際、希望日時を第2希望まで
　明記してください。

広葉樹（ブラックチェリー）のカッティング
ボードを作ります。手作りの日用品で、
生活をちょっと豊かにしてみませんか。
木工未経験者の方でも丁寧に指導します
ので、お気軽にご参加ください。
※でき上がりのサイズは30x15x1.5（cm）程度です。

12日（土）
13日（日）

①10：00～12：30 
②14：00～16：30

各回8人
中学生～大人
※中学生未満は

入室不可

2月1日（火） 500円

木　工  

木工創作教室

自分の作りたいものを、自由に木工工作する
教室です。材料は各自ご用意ください。

〈使用できる工具・機械〉
工作室：手工具・小型木工機械（糸のこ盤等）
木工室：工作室の工具・機械と大型木工機械
応募の際には、使用される部屋（工作室ま
たは木工室）を明記してください。

①20日（日） 
②23日（水・祝）

10:00～15:30 
（12:00～

13:30昼休憩）

各日10人
中学生～大人
※中学生未満は

入室不可

①2月8日（火） 
②2月11日（金・祝）

工作室
400円
木工室
500円

実　験  

プログラミング・ワークショップ
｢自動運転で動く車のしくみ｣
※応募の際、希望日を第２希望まで
　明記してください。

ロボットに自動運転の動作をプログラミ
ングして動かします。プログラミングの
体験を通して、自動運転車が走る未来の
社会を考えましょう！

26日（土）
27日（日）

10：00～16：00  
（12：30～

13：30昼休憩）

各日10人
小学４年生～

大人
2月13日(日) 無料

「なぜ？」から「そうか！」へ
レベルアップ ☆サイエンス  

水の教室　 
「自然の中の水のすがた
ー雲ってなんだろう？ー」
※応募の際、希望日時を第3希望まで
　明記してください。

水は自然の中で温められたり、冷やされた
りして、すがたを変えています。雲って水
のどのすがたでできているのかな？自分で
雲を作ったり、雪の結晶を作ったりして、
自然の中の水のすがたを探ってみよう！
関連単元：水のすがたと温度（小４）・自然のなか
の水のすがた（小４）・天気とその変化（中２）
※応募人数が定員を超えた場合は、小学４年生を
　優先させていただきます。

3月12日（土）
     13日（日）

①10：30～12：00 
②14：00～15：30

各回12人
小学4年生～
中学3年生

※小学生未満は
入室不可

2月27日(日) 無料

この他にも、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「ひなにんぎょうのおきあがりこぼしをつくろう」（12日（土）、13（日）、19日（土）、20日（日））
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、検温にご協力ください。

チャレンジ！教室チャレンジ！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。）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

つくってとばそう
ペーパーグライダー

飛行機の飛ぶ仕組みを調べながら、ペーパー
グライダーを作りましょう。
ていねいに作って、翼の調整をしたら、宙
返りするグライダーも作れます。

5日（土）、6日（日）
11日（金・祝）～13日（日）

①10：00～ 
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

紙でステンドグラスを
つくろう

切り絵で花の形を作ったり、好きな色の
紙を貼りつけたりして、ステンドグラス
のようにカラフルな飾りを作ってみま
しょう。どうしたらキレイな花の形に
切ることができるかな?

19日（土）、20日（日）
23日（水・祝）

26日（土）、27日（日）

①10：10～ 
②11：30～ 
③13：40～ 
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
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〒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（2月）（2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 寒さに負けず、楽しく踊りましょう。
ぽかぽか温まりますよ。

4日・18日・25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。

5日(土)・12日(土)・26日（土） 14:00 ～ 15:30
無料

10日(木）・24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斐川環境学習センター
（アース館）（2月）（アース館）（2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】 5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） 6日 （日） 13:30～15:30 1,500円

竹伐りから始める竹伐りから始める
竹かご作り教室（予約制）竹かご作り教室（予約制） 8日 （火）   9:00～12:00

13:00～16:00 500円

キムチ作り教室キムチ作り教室 12日 （土） 10:00～12:00 1,800円

初めての水彩画1初めての水彩画1 13日 （日） 10:00～12:00 1,500円

肥料用ボカシ作り教室1肥料用ボカシ作り教室1 13日 （日） 13:30～16:00 1,400円

肥料用ボカシ作り教室2肥料用ボカシ作り教室2 15日 （火） 9:30～12:00 1,400円

教　室　名 開催日 時　間 参加費・材料代
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） 16日 （水） 13:30～15:30 1,900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） 20日 （日） 13:30～15:30 1,500円

竹伐りから始める竹伐りから始める
竹かご作り教室（予約制）竹かご作り教室（予約制） 22日（火）   9:00～12:00

13:00～16:00 500円

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） 25日（金） 13:30～15:30 400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】 26日(土） 13:30～16:30 700円

初めての水彩画2初めての水彩画2 27日 （日） 10:00～12:00 1,500円

〒699－0904 多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644
 http://www.kazenoko-taki.com/　

【休館日】火曜日
風の子楽習館風の子楽習館（2（2月）月）

◆事前申込（電話で申込み・先着順） 受付は申込期間初日の10:00から　※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 8回

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 ～

◆自由参加（1回に参加できる人数の制限があります） ※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

きのこ栽培をきのこ栽培を
体験しよう！体験しよう！

ド リ ル を 使 っ て 原 木 に 穴 を あ け、
しいたけの菌を打ち込もう！
持ちかえって立派なしいたけが生えて
くるのを待とうね！

11日（金・祝）
9:30

～

11:00

５家族
（５歳以上の子ども

とその保護者）

3日(木)10時～
7日(月)

電話受付（先着順）

参加費 1,100円／人
（原木１本付）
※原木の追加は
　1人3本まで。
　（1,100円／本）
※原木は持ち帰り

ひなあられをひなあられを
作ろう！作ろう！

3月3日は、ひな祭り。健康と幸せを
願って「ひなあられ」を作ろう！ 26日（土）

9:30

～

11:30

５家族
（５歳以上の子ども

とその保護者）

17日(木)10時～
21日(月)

電話受付（先着順）
1,000円／家族

〒699－0741 大社町中荒木2484　☎・FAX 53－5080
【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（2月）（2月）

教　室　名 内　　　容 開催日 時　間 対  象 参加費
イラスト講座イラスト講座
好きな生き物を描いてみよう好きな生き物を描いてみよう

動物や植物などを可愛く描くコツをイラストレーターが
アドバイス。自分だけの作品をフレームに飾ります。 5日（土） 9:30 一般 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。（カードケース） 13日（日） 9:00 一般 2,000円

環境にやさしい紙バンド手芸環境にやさしい紙バンド手芸
（春待ちカゴづくり）（春待ちカゴづくり） 春待ちカゴを作ります。（六つ目編みかご　茶巾袋付き） 19日（土） 9:00 一般 1,100円

フラワーアレンジメントフラワーアレンジメント フラワーアレンジメントに挑戦！（容器代を含む） 26日（土） 9:30 一般 2,000円

【お知らせ】「竹伐りから始める竹かご作り教室」は予約制です。
　　　　　　詳しくは、電話等でおたずねください。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、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によって、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によって、予定していたイベントを中止する場合があります。


