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おたずね／出雲科学館　☎２５－１５００

7月16日●土　 １０：３０～１２：００

6月25日●土　 ～7月24日●日　 

日時

場所 対象

定員

応募締切

必要事項

講師

応募
方法

①講演会名
②氏名（フリガナ）
③学年と年齢
④郵便番号・住所
⑤電話番号

出雲科学館 サイエンスホール 小学４年生～大人

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。
・いずれの場合も1通につき3人まで応募できます。（当落は一緒になります）
・応募者全員の必要事項を明記してください。　・記入事項に不備があると受付できない場合があります。
・応募者多数の場合は抽選により参加者を決定します。その場合、出雲市内の方を優先します。
・抽選の結果は応募締切後1週間以内にハガキでお知らせします。

吉藤 オリィ 氏
株式会社オリィ研究所　所長

７月1日（金）

100人

対孤独の発明家対孤独の発明家対孤独の発明家対孤独の発明家

出雲科学館開館20周年特別講演会出雲科学館開館20周年特別講演会
吉藤オリィ氏　
「“ 　　　　　　　 ”が描く
　　　テクノロジー社会のありかた」
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吉藤オリィ氏　
「“ 　　　　　　　 ”が描く
　　　テクノロジー社会のありかた」
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分身ロボット「OriHime」、ALS（筋萎縮性側索硬化症）等の患者さん
向けの意思伝達装置「OriHime eye+ Switch」、全国の車椅子ユー
ザーに利用されている車椅子アプリ「WheeLog!」、寝たきりでも働
けるカフェ「分身ロボットカフェ」などの経営や上記開発に携わる。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　皆さんとともに歩んできた20年を写真や映像で
振り返ります。
　出雲科学館で学び大人になった方々も、これから
大人になっていく子どもたちも、一緒に出雲科学館
の未来を考えていきましょう。

観覧無料企画展

入場無料講演会

※新型コロナウイルスの感染状況により、開催内容が変更になることがあります。

出雲科学館20年の軌跡
過去、現在、そして未来へ
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出雲科学館20年の軌跡
過去、現在、そして未来へ

出雲科学館開館20周年記念事業

出雲科学館は、本年７月に開館20周年を迎えます。
今後、さまざまな企画展等を開催しますので、ぜひご来館ください。

マスコットキャラクター
「リカム」



イベント 参加無料

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2022
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７月12日●火～24日●日

※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。

企画展 観覧無料

開館20周年記念事業
世界の甲虫展２０２２
－のぞいて観察！甲虫のからだ－
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企画展 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

8月6日●土～22日●月 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63次南極
地域観測隊越冬隊員の方が基地内部や現地での活動を紹介してくれます。

◆定員／１0０人　
◆対象／小学生～大人
※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。

◆応募締切／７月１０日（日）
◆応募方法／なるほど！教室の応募方法をご覧ください。
主催：国立極地研究所
共催：稚内市青少年科学館、北海道立オホーツク流氷科学センター、白瀬南極探検隊

記念館、公益財団法人 つくば科学万博記念財団 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、
立山カルデラ砂防博物館、サイエンスヒルズこまつ ひととものづくり科学館、
名古屋市科学館、名古屋海洋博物館・南極観測船ふじ、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

14：45～
　　16：00

9：30～17：30

9：30～17：30

7月30日●土

写真提供：国立極地研究所

出雲科学館（7月）

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】7月4日（月）、11日（月）、19日（火） 科学館

ホームページ

この他にも、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」（9日（土）、10日（日）、23日（土）、24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（ご本人分含む）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 内　　　容 開催日 開催時間 所要時間 参加人数・対象

整理券木　工

トコトコはりねずみを
つくろう

坂道をトコトコ歩く、はりねずみのお
もちゃを作ってみよう。背中のクリップ
の位置を変えると、歩き方が変わりま
す。前後にゆらゆらと体を揺らしなが
ら歩く姿は、本当に生きているみたい！

2日(土)、3日(日) 
9日(土)、10日(日)

①10:30～ 
②13:20～ 
③15:30～

60分

各回先着16人
小学3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

ゴム鉄砲をつくろう

割りばしと輪ゴムを使って、ゴム鉄
砲を作ります。輪ゴムの使い方を
工夫して、上手にゴム鉄砲を作るこ
とができるかな？

16日（土）～18日（月・祝）
23日（土）～25日（月）

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

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

整理券ものづくり

水に浮かぶ針金アメンボ

水の表面張力について調べて、針金
を使った工作に挑戦してみましょ
う。上手に浮かべることができるか
な？

25日（月）～28日（木）
8月1日（月）

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

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

整理券ものづくり

光のふしぎ　
色変わりゴマをつくろう

カラフルに色をぬったコマを回すと、
何色に見えるかな？色が見える仕組
みを実験しながら、色が変わって見
えるふしぎなコマを作ろう。

26日（火）～29日（金）
8月1日（月）

①10:00～ 
②13:00～ 
③15:00～

40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

教　室　名 内　　　容 開催日 開催時間 募集人数・対象 締　　切 参加費

ーゴムの教室－
「ねじって進め！
　　　ゴムパワー！！ 」
※応募の際、希望日時を第3希望まで
　明記してください。

ゴムの力を使ってプロペラで走る車
を作りましょう！車の動きをコント
ロールするにはゴムをどのように使
うといいのかな？
※応募人数が定員を超えた場合は、小学3年生を
　優先させていただきます。
関連単元：風やゴムで動かそう（小3）

9日（土）
10日（日）
17日（日）

18日（月・祝）

①10:30～12:10
②14:30～16:10

各回16人
小学3年生

～中学3年生
6月26日(日) 無料

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

①17日（日） 
②20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

①7月5日（火） 
②7月8日（金）

工作室
400円 
木工室
500円

「なぜ？」から「そうか！」へ
レベルアップ☆サイエンス
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