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図書館・ 　 のイベント図書館・ 　 のイベント図書館・ 　 のイベント図書館・ 　 のイベント秋秋秋秋

今年の
標　語
「この一冊に、
　　　　ありがとう」

佐 田 図 書 館 （☎84－9050）
大 社 図 書 館 （☎53－6510）

出雲中央図書館 （☎21－0487）
海辺の多伎図書館 （☎86－7077）
ひ か わ 図 書 館 （☎73－3990）

平 田 図 書 館 （☎63－4010）
湖 陵 図 書 館 （☎43－3309）

１０月２７日（木）～１１月９日（水）

申込み・おたずねは各図書館まで

英語のおはなし会
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
〇出雲中央図書館（おたずね／☎21－0487）
◆とき／①10月17日（月）16：00～16：20
　　　　②11月21日（月）16：00～16：20
◆定員／10名（要申込）
〇大社図書館（おたずね／☎53－6510）
◆とき／11月24日（木）16：00～16：20
◆定員／10名（要申込）

7図書館合同企画展示
わくわく読書の秋 図書館スタンプラリー

読 書
週 間

出雲中央図書館
「子どもと家族のふれあい絵本袋」を
貸し出します。
おすすめの絵本3冊を袋に入れて貸し出します。
◆期間／10月8日（土）～11月9日（水）
◆対象／幼児から小学校低学年
◆おたずね／☎21－0487

出雲中央図書館講演会
「私が本を出す前と現在の仕事、そしてこれから」

第33回小説すばる新人賞を受賞した鈴村ふみ氏を講師にお迎えし、受賞作『櫓太鼓
がきこえる』ができるまでと現在、そしてこれからについてお話しいただきます。
◇と　　き／11月5日（土） 14：00～15：30
　　　　　　第１部　講演
　　　　　　第２部　ライブラリートーク
　　　　　　※講演会終了後、サイン会があります。
◇と こ ろ／出雲中央図書館　2階多目的室
◇講　　師／鈴村 ふみ 氏 （作家）
◇定　　員／40名（対象：一般、託児はありません）
◇参加無料／整理券が必要です。整理券をご希望の方は、参加申込書に必要事項を
　　　　　　記入し、市内各図書館のカウンタ―に提出してください。
　　　　　　整理券は、10月1日（土）から各図書館で配付します。
◇おたずね／出雲中央図書館　☎21－6266

読書週間にあわせ、市内7図書館それぞれの特長を生
かした本の展示を行います。同時にスタンプラリー
を実施し、本との新しい出会いをお届けします。
◇期間／10月1日（土）～11月27日（日）
※展示期間中、3館以上（1図書館1スタンプ）で図書や視聴
覚資料を借りるとプレゼントがもらえます。
　協賛：公益社団法人　出雲法人会

ひかわ図書館
2022☆ひかわ図書館まつり
◆とき／10月16日（日）10：00～14：00
◆各イベントで定員があります（当日受付）
⑴たのしい工作（10：00～　全5回）
⑵おはなしベンジャミン＆パレットによる
　ストーリーテリング（10：10～）
⑶おはなしボランティア夢風船による
　スペシャルおはなし会（11：00～）
⑷ライブラリー・ライブ
　①『しあわせ』ってなんだろう（12：00～）
　②親子向けコンサート（13：10～）

◆主催／2022☆ひかわ図書館まつり実行委員会
◆おたずね／☎73－3990

海辺の多伎図書館
おはなしのとびら秋スペシャル
読み聞かせサポーターグループ「きらりんこ」による
おはなし会
◆とき／10月22日（土）14：00～14：45
◆対象／幼児・児童　◆定員／20名（当日受付）
◆おたずね／☎86－7077

※イベントは全て無料です。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、イベントが中止と
なる場合があります。あらかじめご了承ください。

作家 鈴村ふみ 氏
鳥取県米子市生まれ。
境港市在住。

第33回小説すばる
新人賞受賞作
『櫓太鼓がきこえる』
鈴村ふみ／著　集英社／刊

やぐらだいこ



出雲科学館出雲科学館（10月）（10月）
※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。

10月8日土～30日日
ヒトのもつ5つの感覚（視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚） を使って再発見！ 見て・聞いて・さわって、子ども
から大人まで、楽しみながら感覚のふしぎを探ってみよう！ 今話題のVR（仮想現実）についても紹介します。

9：3０～１7：3０

企画展 観覧無料
出雲科学館 開館20周年記念事業

感覚のふしぎ展－五感のふしぎ再発見ー
出雲科学館 開館20周年記念事業

感覚のふしぎ展－五感のふしぎ再発見ー
出雲科学館 開館20周年記念事業

感覚のふしぎ展－五感のふしぎ再発見ー
出雲科学館 開館20周年記念事業

感覚のふしぎ展－五感のふしぎ再発見ー

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】10月3日(月)、11日（火）、17日（月）、24日（月）、31日（月） 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「万華鏡をつくろう」 8日(土) ～10日(月・祝)、15日(土)、16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、
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（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

杉の木をつかって
写真立てをつくろう

角材をのこぎりで切って、組み立てて、写真
立てを作ります。縦向き・横向き、どちらで
も飾ることができますよ。思い出や風景など、
いろんな写真を撮って飾ってみましょう。

1日（土）、2日（日） 
8日（土）～10日（月・祝）

①10:30～ 
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

整理券実　験

温度が変わる化学実験

温かくなったり、冷たくなったり、温度が
変わる実験に挑戦してみよう。身近なもの
でできる実験も紹介します。

15日（土）、16日（日）
22日（土）、23日（日）

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

【企画展関連教室】
整理券ものづくり

ふしぎな錯覚の世界
ビー玉くるくるをつくろう

くるくる回すとビー玉が昇ったり降りた
り⁉目の錯覚を利用したふしぎなオブ
ジェを作りましょう。

22日（土）、23日（日）
29日（土）、30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

自由出入自然・環境

天体観望会　
秋の星座・月・木星・土星
協力：出雲天文同好会

夜空に輝く秋の星座をさがしながら、
天体望遠鏡で月や惑星を観察してみま
しょう。
※曇天・雨天時は中止。開催は当日12時以降に
　科学館HPでお知らせします。

29日（土）
18:00～19:30 
※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

整理券ものづくり

カラフルキャンドルを
つくろう！

ロウソクってどんなもの？どうやって
燃えるの？ロウを使って実験しながら、
きれいなキャンドルを作ってみましょう。

29日(土)、30日(日) 
11月3日(木・祝)
5日(土)、6日(日)

①10:30～ 
②13:30～ 
③15:30～

60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

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。

16日（日）
19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

10月4日（火）
10月7日（金）

工作室
400円 
木工室
500円

木　工  

木工中級講座（全３回）

椅子や机などの家具製作を視野に入れ、
応用的な内容をまとめた講座です。大型
木工機械の安全な使い方やその特性を学
びます。また3月開講予定の「木工上級講
座」を受講するには、本講座の修了が条件
となります。

11月3日（木・祝） 
    5日（土） 
     6日（日）

10:00～16:00
（12:00～13:00

昼休憩）

5人 
高校生～大人

※木工初級（旧基礎）
講座修了者限定 
※高校生未満は

入室不可

10月22日(土) 3,000円

「なぜ？」から「そうか！」へ
レベルアップ ☆サイエンス  

ー星空の教室ー
宇宙の広さを感じよう 
※応募の際、希望日を第３希望
　まで明記してください。

ミニ太陽系を歩いて、宇宙の広さを感じ
てみましょう。プラネタリウムではもっ
と遠い宇宙を旅します。晴れていれば秋
の星空を観察します。
(曇天・雨天の場合は、プラネタリウムの上映な
どを行います。）
※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。
関連単元：月や星の見え方（小４）、
　　　　 地球と宇宙（中３）

11月3日（木・祝） 
    5日（土） 
     6日（日）

17:30～19:40
※曇天・雨天時
は19:30まで

各日16人
小学4年生～
中学3年生

※小学生未満は
同伴不可

10月16日(日) 無料
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