
※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（5月）（5月）

イベント 参加無料科学であそぼう！サイエンスウィーク科学であそぼう！サイエンスウィーク科学であそぼう！サイエンスウィーク科学であそぼう！サイエンスウィーク
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4月29日●金 ● 祝 ～5月1日●日  ・3日●火 ● 祝 5月4日●水 ● 祝 ・5日●木 ● 祝 ・7日●土 ・8日●日 

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】5月2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）、30日（月） 科学館

ホームページ

教　室　名 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　

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。

7日（土）
8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
4月25日(月) 500円

木　工  木工創作教室
①15日（日） 
②18日（水）

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

①5月3日(火・祝) 
②5月6日(金)

工作室
400円
木工室
500円

実　験  "ビスマスで虹色の結晶をつくろう
※応募の際、希望日時を第２希望まで明記してください。

21日（土）
22日（日）

①10:30～12:00
②14:00～15:30

各回6人、小学5年生～大人
小学生は1人につき保護者1人同伴
※小学5年生未満は入室不可

5月9日(月) 500円

「なぜ？」から「そうか！」へ　レベルアップ☆サイエンス  
ー炎の教室ー　めざせ！炎の達人！
空き缶でコンロをつくろう
※応募の際、希望日時を第３希望まで明記してください。

21日（土）
22日（日）

①10:00～12:00 
②14:00～16:00

各回８人
小学６年生～中学３年生
(小学生未満は入室不可）

5月8日(日) 無料

自然・環境  星空観察を楽しもう　春の星座・月
※応募の際、希望日を第２希望まで明記してください。

6月4日（土）
5日（日）

19:30～21:30
※曇天・雨天時は20:30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
5月22日(日) 無料

ものづくり  "電気工作に挑戦　ミニ扇風機をつくろう
※応募の際、希望日時を第２希望まで明記してください。

6月11日（土）
12日（日）

①10:00～12:00
②14:00～16:00

各回10人
小学4年生～大人 5月27日（金） 800円

実　験  刃物の科学　家庭でもできる包丁研ぎ講座 
※応募の際、希望日時を第２希望まで明記してください。

6月11日（土）
12日（日）

①10:00～12:00 
②13:30～15:30

各回8人
中学生～大人

※中学生未満は入室不可
5月28日（土）

砥石持込
500円

砥石購入
4,000円

この他にも、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「絵がわりぬり絵をつくろう」（14日（土）、15日（日）、21日（土）、22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 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。自由出入

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）　
教室回数や定員など状況によっては変更となる場合があります。

整理券

教　室　名 開催日 開催時間 所要時間 募集人数・対象

整理券ものづくり

スイスイすべる ホバークラフトをつくろう

4月29日（金・祝）～
5月1日（日）、
3日（火・祝）

①10:00～　②11:30～ 
③13:30～　④15:00～ 30分

各回先着24人 
小学3年生以下は2人までに

つき保護者1人同伴

整理券木　工

ならべてつなげて！キュービックブロック

4月29日（金・祝）～
5月1日（日）、
3日（火・祝）

①10:20～　②13:30～ 
③15:20～ 
完成次第退室可

60分
各回先着16人 

小学2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

空飛ぶ種をつくろう
4日（水・祝）、5日（木・祝）
7日（土）、8日（日）

①10:10～　②11:30～ 
③13:40～　④15:40～ 30分 各回先着24人 

小学3年生以下は保護者同伴

整理券ものづくり

紙コップロケットをつくろう
4日（水・祝）、5日（木・祝）
7日（土）、8日（日）

①10:00～　②11:20～ 
③13:30～　④15:30～ 30分 各回先着24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　春の星座・月　協力：出雲天文同好会
7日（土） 19:30～21:00

※曇天・雨天時は中止
なし 時間内自由出入 

中学生以下は保護者同伴

整理券実　験

自分の体を見てみよう
14日（土）、15日（日）
21日（土）、22日（日）

①10:30～　②13:20～ 
③15:20～ 50分

各回先着24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

浮沈子でクレーンゲームをつくろう
28日（土）、29日（日）
6月4日（土）、5日（日）

①10:30～　②13:30～ 
③15:30～ 45分

各回先着24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（5月）（5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 みんなと仲良く踊って、爽やかな季節を楽しみ
ましょう！

6日・13日・20日・27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。

7日(土)・14日(土)・28日（土） 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斐川環境学習センター
（アース館）（5月）（アース館）（5月）

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

裂き織り体験裂き織り体験
【定員４人】【定員４人】 7日（土） 受付 9：20～ 9：30

体験 9：30～10：30 600円

初めての水彩画1初めての水彩画1 8日（日） 10:00～12:00 1,500円

山野草の寄せ植え山野草の寄せ植え
（季節の花を植えます）（季節の花を植えます） 15日（日） 10:00～12:00 2,000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） 15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） 18日（水） 13:30～15:30 1,900円

教　室　名 開催日 時　間 参加費・材料代
始めよう、花のあるくらし始めよう、花のあるくらし
基礎から学ぶ花づくり講座基礎から学ぶ花づくり講座 21日（土） 10:00～11:30 200円

マコモと暮らすマコモと暮らす 22日（日） 10:00～12:00 1,000円

初めての水彩画2初めての水彩画2 22日（日） 10:00～12:00 1,500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） 27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】 28日（土） 13:30～16:30 700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（5（5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～ (予約不要)

土日祝(イベント開催時は除く)
１日 9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 ～
⑨16:15 ～

◆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

ペットボトルペットボトル
ロケットを作ってロケットを作って
飛ばそう！飛ばそう！

ペットボトルを使ったロケット作りに挑戦
しよう！子どもと大人のペアで、かっこい
いロケットを作ろう！ロケットが完成した
ら、目標に向かって飛ばしてみよう！！

14日（土）
9:00

～

12:00

５組  先着順
（小学生とその保護者）

4月28日(木)

～

5月9日(月)
1,800円／組

夜遊び探検隊夜遊び探検隊
モリアオガエルのモリアオガエルの
産卵観察産卵観察

公園内の池で産卵するモリアオガエルを観察
して生き物のふしぎにふれてみませんか。
※カエルの産卵状況によって日程を変更
　する場合があります。

27日（金）
19:30

～

21:00

５家族  先着順
（５歳以上）

5月19日(木)

～

5月23日(月)
100円／人

〒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（5月）（5月）

教　室　名 内　　　容 開催日 時　間 対  象 参加費

アクセサリー作りアクセサリー作り 自分だけの素敵なアクセサリーを作ります。 7日(土) 9:30 一般 1,300円

春の星座観察会春の星座観察会 この季節に見ることのできる星座や天体を観察します。 13日（金） 20:00
一般

（小学生以下は
保護者同伴）

無料

親水池の生き物を調べて親水池の生き物を調べて
みようみよう

親水池に、どんな在来種や外来種の生物がいるかを調
べてみよう。 15日（日） 9:30

一般
（小学生以下は

保護者同伴）
300円

環境にやさしい紙バンド環境にやさしい紙バンド
手芸（初夏のカゴ作り）手芸（初夏のカゴ作り） 網代編みカゴを作りましょう。 21日(土) 9:00 一般 1,100円

※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。


