
出雲科学館出雲科学館（2月）（2月）

2月4日●土・5日●日・11日●土 ●土 ・12日●日・
18日●土・19日●日・23日●木●祝・25日●土・26日●日
2月4日●土・5日●日・11日●土 ●祝・12日●日・
18日●土・19日●日・23日●木●祝・25日●土・26日●日

所要時間20分①10:30～ ②11:30～ ③13:30～ ④14:30～ ⑤15:30～

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
積み上げよう！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。

●各回先着８組 ※１組は4人まで

※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。

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6日(月)、13日(月)、20日(月)、27日(月) 科学館

ホームページ

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 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。

11日（土・祝）、12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
1月30日(月) 700円

実　　験  
大人のための理科学習 第12弾 
そうだったのか！火山と岩石 
※応募の際、希望時間を第2希望まで明記してください。

12日（日） ①  9:45～12:00
②14:00～16:15

各回20人 
大人 

※子どもの同伴可
1月29日(日) 無料

木　工  
木工創作教室
※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。木工室（機械室）は木工中級講座（旧応用講
座）を修了され、使用許可証をお持ちの方のみ使用できます。

①19日（日） 
②22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

①2月  7日(火) 
②2月10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 
冬の星座・月・火星・木星・金星 
※応募の際、希望日を第2希望まで明記してください。

25日(土)、26日（日）
18:30～20:30

※曇天・雨天時は
19:30まで

各日10組
（1組5人まで） 
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

2月12日(日) 無料

ものづくり  　　　　　　　　 協力：株式会社村田製作所
かんたん電気工作 
電子オルゴールをつくろう
※応募の際、希望日時を第2希望まで明記してください。

3月4日（土）、5日（日）
①10:30～11:10
②13:30～14:10
③15:00～15:40

各回18人 
子ども～大人
※小学3年生以下は

保護者同伴

2月19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
「自然のなか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。

3月11日(土)、12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26日(日) 無料

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

不思議なふりこをつくろう
4日(土)、5日(日)

①10:20～ 
②13:20～ 
③15:20～

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

立体マーブリングに挑戦！
4日(土)、5日(日)

①11:10～ 
②13:30～ 
③15:30～

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

整理券ものづくり

つくってとばそう　ペーパーグライダー

11日（土・祝）、12日（日） 
18日（土）、19日（日） 

23日（木・祝）

①10:30～ 
②13:20～ 
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

整理券実　　験

空気の力で魚つりをしよう

23日(木・祝) 
25日(土)、26日(日) 
3月4日(土)、5日(日)

①10:40～ 
②13:40～ 
③15:40～

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

月と地球のコマをつくろう！

25日（土）、26日（日） 
3月4日（土）、5日（日） 
11日（土）、12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

この他にも、ボランティアさんのわくわくかがくひろば「おきあがりこぼしでひな人形をつくろう」（11日(土・
祝)、12日(日)、18日(土)、19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。
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〒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】 4日（土） 受付 9：20～ 9：30
体験 9：30～10：30 600円

感動する写真を撮ろう！感動する写真を撮ろう！
（まずは、スマホから）（まずは、スマホから） 5日（日） 10:00～12:00 400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） 5日（日） 13:30～15:30 1,500円

初めての水彩画1初めての水彩画1 12日（日） 10:00～12:00 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1竹かご作り教室1 14日（火）   9:00～12:00

13:00～16:00 500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） 15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） 19日（日） 13:30～15:30 1,500円

教　室　名 開催日 時　間 参加費・材料代
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） 24日（金） 13:30～16:30 400円

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 25日（土）   9:30～11:00 500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】 25日（土） 13:30～16:30 700円

マコモと暮らす�マコモと暮らす�
（マコモオイルを作ろう）（マコモオイルを作ろう） 26日（日）   9:00～12:00 2,500円

初めての水彩画2初めての水彩画2 26日（日） 10:00～12:00 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2竹かご作り教室2 28日（火）   9:00～12:00

13:00～16:00 500円

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

【休館日】火曜日

風の子楽習館風の子楽習館（2月）（2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(土・祝)
9:30

～

11:30

5家族 
（5歳以上の子ども 

とその保護者）

2日(木)10時 
～ 6日(月) 

電話受付(先着順)

参加費 2,200円/家族 
（原木2本付）　 
 ※原木の追加は　
　 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！ 25日(土)

9:30

～

11:30

5家族 
（5歳以上の子ども 

とその保護者）

16日(木)10時 
～ 20日(月) 

電話受付(先着順)
1,000円/家族

※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、中止または日程変更する場合があります。

〒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

イラストレーターから動物や植物などを可愛く描くコツ
を教わり、自分だけの作品をフレームに飾ります。 4日(土) 9:30

一般
(小学３年生以下
は保護者同伴)   

  300円

フラワーアレンジメントフラワーアレンジメント バレンタインのプレゼントにいかがですか？
フラワーアレンジメントに挑戦！（容器代を含む） 11日(土・祝) 9:30 一般 2,000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(春待ちカゴ作り）手芸(春待ちカゴ作り） 春待ちカゴを作ります。 18日(土) 9:00 一般 1,100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。 26日(日) 9:00 一般 2,000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。

〒699－0624 斐川町上直江2469　☎ 72－7411
【休館日】アクティーひかわ　          12月29日(木) ～ 1月3日(火)
　　　　アクティーひかわ体育館    年中無休

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 楽しく踊って寒さを吹き飛ばしましょう。
身体もポカポカになりますよ。

3日・10日・17日・24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。

4日(土)・11日(土・祝)・25日（土） 14:00 ～ 15:30
無料

9日(木）・23日(木・祝） 19:00 ～ 20:30

※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。

◆と　　き／2月26日（日）　◆ところ／アクティーひかわ
◆入 場 料／無料（全席自由）
◆おたずね／アクティーひかわ　☎ 72-7411

＜作品展示＞洋裁・フラワーアレンジ・いけ花・書道・木彫　
＜発 表 会＞フォークダンス・フラダンス・スペインの踊り・にほんご教室 ほか　

アクティーフェスタ 2023


