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図書館・８月のイベント図書館・８月のイベント図書館・８月のイベント図書館・８月のイベント

●図書の貸出は１人２０冊まで、期間は２週間まで借りられます。
●視聴覚資料の貸出は５点まで、期間は１週間まで借りられます。
●借りた資料は期限内に返却しましょう。（休館中の本の返却は、返却ボックスをご利用ください。）
※出雲中央図書館は、８月２４日（水）までは午前９時から開館しています。（閉館時間は午後７時です。）
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、イベントが中止となる場合があります。

出雲中央図書館・平田図書館・佐田図書館・
海辺の多伎図書館・湖陵図書館・大社図書館・
ひかわ図書館、出雲弥生の森博物館、荒神谷博物館

おすすめの絵本を３冊セットにして袋に入れ、
貸し出します。
◆ところ／
　海辺の多伎図書館、ひかわ図書館
◆期　間／８月２８日（日）まで

どなたでも参加できます。
市内７図書館と２博物館を
回って、スタンプをもらおう！

●図書館・博物館へ行こう！
　　　　　　　　Go！Go！Go！

●「子どもと家族のふれあい絵本袋」
　を貸し出します。

7月23日（土）～８月２8日（日） 国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ
◆対象／幼児・小学校低学年
◆とき・ところなど／
【出雲中央】
　８月１5日（月）１６：００～１６：２０
　要申込（定員１０人）、８月１４日（日）締切
【平　　田】
　８月10日（水）１６：００～１６：２０
　当日受付（先着５組）
【海辺の多伎】
　８月２６日（金）１６：００～１６：２０
　当日受付（先着３組７人）

●英語のおはなし会

国際交流員によるポルトガル語の絵本の読み
聞かせ
◆と　き／８月２５日（木）１０：３０～１０：５０
◆ところ／ひかわ図書館
◆対　象／幼児・小学校低学年
　　　　　当日受付（先着１０人）

●ポルトガル語のおはなし会

９館のうち５館以上のスタンプを
集めるとプレゼントがもらえます。

おたずね／出雲中央図書館　　 ☎21－6266
　　　　　出雲弥生の森博物館 ☎25－1841

おたずね／ひかわ図書館　☎73－3990

おたずね／☎21－0487

おたずね／☎63－4010

おたずね／☎86－7077

おたずね／高齢者福祉課　☎２１－６９７２

介護に関心のある地域住民の方、学生、中高年齢層、子育てが一段落された方など広く募集します。
研修では、日常で役立つ介護の知識や、介護現場で必要な基本的な知識や技術を楽しく学べます。

と　きと　き 8月24日（水）～27日（土） 申込締切申込締切 8月17日（水）
ところところ 出雲科学館 定　員定　員 20名程度 受講料受講料 無料

（公財）介護労働安定センター島根県支部　☎0852-25-8302申込・問合せ先申込・問合せ先

介護の入門的研修 受講生を募集します！介護の入門的研修 受講生を募集します！

※プレゼントは、図書貸出袋と各博物館のオリジナルグッズです。

▲詳しくはこちら



教　室　名 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  

水に浮かぶ針金アメンボ
7月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
7月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

整理券木　工

めざせてっぺん！のぼり虫をつくろう
2日（火）～5日（金） ①10:30～②13:30～ 

③15:30～ 30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

なぜうごく？！ ポンポン船
2日（火）～6日（土） ①10:30～②13:30～ 

③15:30～ 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

自由出入自然・環境  
天体観望会 夏の星座・月・土星

6日（土） 19:30～21:00 
※曇天・雨天時は中止 ー 時間内自由出入

中学生以下は保護者同伴

整理券実　験

葉っぱで染色　たたき染めに挑戦
6日（土）～10日（水） ①10:00～②13:00～ 

③14:30～ 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

整理券実　験

化学変化で色変わり！ぷくぷくエレベーター
7日(日)～10日(水) ①10:30～②13:30～ 

③15:30～ 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

整理券ものづくり

昆虫モビールをつくろう
11日(木・祝)～15日(月) ①10:00～②11:30～ 

③14:00～④15:30～ 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

整理券実　験

色素の力でアジサイの花を咲かそう
11日（木・祝）～16日（火） ①10:30～②13:30～ 

③15:30～ 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

整理券木　工

かんなで削ろう！マイ箸づくり
16日（火）～19日（金） ①10:20～②13:30～ 

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

くるくる簡単！オリジナル鉛筆をつくろう
17日（水）～22日（月） ①10:00～②11:30～ 

③14:00～④15:30～ 30分 各回先着24人、
小学3年生以下は保護者同伴

整理券実　験

プログラミングに挑戦！スクラッチを使ってみよう
20日（土）～22日（月）
27日（土）、28日（日）

①10:20～②13:30～ 
③15:30～ 60分 各回先着12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

トンボやじろべえをつくろう
27日（土）、28日（日） 
9月3日（土）、4日（日）

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
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出雲科学館出雲科学館（8月）（8月）

観覧無料イベント

企画展

日本や世界各地に生息する甲虫の標本（2000点以上）を
展示し、それぞれの甲虫がもつおもしろい特徴も紹介しま
す。じっくり観察して、甲虫に詳しくなろう！

8月6日●土
～22日●月

観覧無料

8月6日●土・7日●日　　　　

13日㈯、14日㈰、20日㈯、21日㈰
8月6日㈯、7日㈰、11日（木・祝）

①11:00～12:00
②14:30～15:30
各回先着20組

生き虫と記念撮影生き虫と記念撮影生き虫と記念撮影生き虫と記念撮影

「迷探偵ひよこの
　　事件ファイル」
「迷探偵ひよこの
　　事件ファイル」
「迷探偵ひよこの
　　事件ファイル」
「迷探偵ひよこの
　　事件ファイル」

世界の甲虫展2022世界の甲虫展2022世界の甲虫展2022世界の甲虫展2022
9:30～17:30

各回の開始15分前に整理券を配布します。

①11:00～ ②13:30～ 
③15:30～

8月13日●土・14日●日　　　　

　　　「ゆらゆら実験室　
ゆらすと何が起こるかな？」
　　　「ゆらゆら実験室　
ゆらすと何が起こるかな？」
　　　「ゆらゆら実験室　
ゆらすと何が起こるかな？」
　　　「ゆらゆら実験室　
ゆらすと何が起こるかな？」

①11:00～ ②13:30～ 
③15:30～

8月20日●土・21日●日　　　　
　　　「エネルギーの大変身
　 省エネってなにかな？」
　　　「エネルギーの大変身
　 省エネってなにかな？」
　　　「エネルギーの大変身
　 省エネってなにかな？」
　　　「エネルギーの大変身
　 省エネってなにかな？」

①10:20～ ②11:30～
③14:00～ ④15:30～　

－のぞいて観察！甲虫のからだ－－のぞいて観察！甲虫のからだ－－のぞいて観察！甲虫のからだ－－のぞいて観察！甲虫のからだ－

開 催 日

開催時間

定　　員

各回先着100人 各回先着100人 各回先着100人

参加方法

怪盗ちきんに”迷”探偵ひよこが挑む！
探偵ひよこは科学の力で見事解決できるのか！？

◆所要時間40分

おもしろ！ビックリ！サイエンスショーおもしろ！ビックリ！サイエンスショーおもしろ！ビックリ！サイエンスショーおもしろ！ビックリ！サイエンスショー
第１弾

ゆらゆら、ぶるぶる、揺れたり震えたりするといろんなことが
起こる！いったい何が起こるのか、しっかり観察してみよう。

◆所要時間30分

第２弾

SDGsが広がりを見せる世の中、ヒーローたちも「持続可能な
活動」を始めている！？省エネってなに？電気を使って実験します。

◆所要時間40分

第３弾

※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】8月29日（月）

科学館ホームページ

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。

教　室　名 開催日 開催時間 募集人数・対象 締　　切 参加費

木　工   夏休み　家族で自由に木工作
※応募の際、希望日を第２希望まで明記してください。

13日（土）
14日（日）

 10:00～16:00
（12:00～13:30昼休憩）

完成次第退室可
各日5組、小学生以上（1組5人まで）

中学生未満は保護者同伴 8月1日（月） 無料

木　工  木工創作教室 ①8月24日（水）
②9月 7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

①8月12日（金）
②8月26日（金）

工作室400円 
木工室500円

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

9月3日（土）
     4日（日）

19:00～21:00 
※曇天・雨天時は20:00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
8月21日（日） 無料

実　験  大人のための理科学習 第11弾
　　　　　 中２「植物のからだのつくりとはたらき」 
※応募の際、希望時間を第2希望まで明記してください。

9月4日（日） ①10:00～11:30 
②14:00～15:30

各回12人 
※ただし、定員に満たない場合は当日先着順で受付けます。 

対象：大人 ※子どもの同伴可
8月21日（日） 無料

参加
無料

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

チャレンジ！教室チャレンジ！教室 マークのある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。）

整理券


