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　浜遊自然館　〒699-0741　出雲市大社町中荒木2484
電話・FAX　　0853-53-5080
受付時間　　　9：00～17：00
休館日　毎週月・火曜日（祝日の場合は翌日）

　　　　　　　　　４月・５月の講座のお知らせ (４月は休刊です)
   ※申し込み受付は開催日の１ヶ月前から行います。

〇４月１４日（日）　９:３０～ 
「本格水草インテリア！グラスアクアリウムづくり」

　   （容器代含む）　
　 参加費  1,２００円 講師　辻井要介さん

 〇４月２０日（土） ９:３０～ 　                
　　　　 「お手軽簡単料理を作りましょう」　                

参加費　７００円 講師　金築晴美さん

　

 〇４月２１日（日） ９:００～ 　                
　　　　 「パッチワークを楽しもう」　　１回目                

参加費  ８００円 講師　パッチワーク同好会
 〇５月１１日（土） ９:００～ 　               
　　　　 「パッチワークを楽しもう」　　２回目　                
　　　※２回の講座に参加できる方

 〇５月１８日（土） ９:３０～ 　                
　　　　 「多肉植物で３Ｄ額縁」　               

参加費  1,２００円 　　　　講師　竹内真紀さん

　 〇５月１９日（日） ９:００～ 　                
　　　　 「レザークラフト コースターづくり」　               

 参加費  １,８００円         講師　影山深由紀さん

 〇５月２４日（金） ２０:００～ 　                
 「春の星座観察会」　                

    参加費  無料         講師　三瓶自然館職員

平成３１年度活動計画前期一覧表：４ページ
　　　　　－１－

回　　覧

浜遊自然館だより

　【お問い合わせ先 】

浜遊の森から



《七草がゆを食べよう》
日時　1月 ６日　(日) １月７日、その一年が健康で平和に暮らせるようにとの意味を
指導　 浜遊自然館職員　 こめて七草がゆを食べるならわしがあります。

おせち料理で疲れた胃を休め野菜の乏しい冬場に不足しがちな
栄養を補う効果があります。
七草がゆ・芋がゆ・そばがゆの３種類を味わっていただきました。

普段見る事のない七草の名前や効能などを見て「勉強になった」と声が聞かれました。

　　春の七草　 「せり・なずな・ごぎょう・はごべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」

《そば打ち体験》 毎回人気のある講座で、今回は松江市や大田市からも参加をいただ

日時　1月２０日　(日) きました。講師の先生が、こね方・延ばし方・切り方などのポイントを
講師 　江角　博さん 説明された後、班ごとにそば打ちを行ないました。

　自分達が打ったそばの味は格別です。皆さん大満足でした。

　　　　　－２－

１ 月に開催した講座



　　今回もキャンセル待ちが出るほどの人気の講座でした。
　　刻印の試し打ちから皆さん熱が入り、教室内がトントンとハンマー

《レザークラフトづくり》 　　の音が鳴り響きました。刻印後の染料塗りも、オリジナル感が出て
日時　２月 １７日　(日) 　　いて、とても素敵なペンケースが完成しました。
講師　影山　深由紀さん

《環境にやさしい紙バンド手芸》
日時　２月２３日　(土)
講師 　日本クラフトバンドエコロジー協会認定講師
　　　　　水師高子さん

今回は、初めて男性の参加をいただきました。
底作りに少々苦戦されましたが、先生の丁寧な説明と指導の
中、笑いも出ながら皆さん完成されました。
奥様にいかがですか？今後も男性の参加もお待ちしてます。 手前が男性の作品です

　　取っ手の柄をアレンジされてました
　　とても初めてとは思えない完成度！！

《生き物イラスト》楽しくイラストを描いてみよう
日時　２月２４日　(日) プロのイラストレーターから生き物や植物などを可愛く描くコツを教えて
講師 　辻井　要介さん いただきました。

　　　　　　　　　優しいタッチの作品が完成しました。
　　　　　－3－

２ 月に開催した講座



平成３１年度　浜遊自然館講座開催予定　前期（４月～９月）

4/14 日 9:30
本格水草インテリア！
グラスアクアリウムづくり

辻井要介
出雲の魅力的な水草で素敵な
グラスアクアリウムを作ります   （容器代含む）

1,200 円

4/20 土 9:30 お手軽簡単料理を作りましょう 金築晴美 美味しく、いつでも使える簡単な料理を作ります 700 円

4/21 日 9:00 パッチワークを楽しもう（１回目）

5/11 土 9:00 パッチワークを楽しもう（２回目）

5/18 土 9:30 「多肉植物で３Ｄ額縁」 竹内真紀 多肉植物の寄せ植えで３Ｄの額縁を作ります 1,200 円

5/19 日 9:00 レザークラフトづくり 影山深由紀 コースターづくりに挑戦します 1,800 円

5/24 金 20:00 春の星座観察会
三瓶自然館
職員

惑星やこの季節に見ることのできる星座を観察
します

無料

6/9 日 10:00 ハナショウブまつり
親水池に咲く花しょうぶやイベント・出店を
お楽しみください

6/15 土 9:30 春の寄せ植え 瀬島　豊
かわいい春の寄せ植えに挑戦！
　　　　　　　　（容器代含まない）

1,500 円

6/22 土 9:00
環境にやさしい紙バンド手芸
　　　　　　　　　（初夏のカゴ）

水師高子 レース付きのかわいいカゴを作りましょう 1,100 円

6/23 日 9:30 夏の草花を生けよう 古川志津子 初夏の草花を生けます 500 円

7/6 土 9:00 箱庭作り 落合直人 簡単でかわいい箱庭を作ろう 500 円

7/13 土 9:30 夏を乗り切る美味しい日本料理 安田政男 夏野菜を使って、暑い夏を乗り切る料理を作ろう 1,000 円

7/14 日 9:30 苔玉作りを楽しもう
遙堪植物
ウォッチングの
会

こだわりのオリジナル苔玉を作ろう
　　　　　　　　　（皿代は含まない）

1,000 円

7/28 日 9:00 おしゃれで可愛い雑貨作り 澄川千恵子
アクリル絵具やスポンジを使って小物雑貨を
作ります

700 円

8/3 土 6:00
（夏休み企画）
湊原海岸でキス釣りを楽しもう

浜遊自然館
職員

自然館周辺の海岸でキス釣りを楽しみます
                   （道具、えさ代含む）

1,000 円

8/4 日 9:30
（夏休み工作）
スカイスクリューを飛ばそう 加持博敏 ゴム動力のスカイスクリューを 飛ばせてみよう 200 円

8/11 日 9:30 万華鏡をつくろう 園山雄一郎 自分だけの万華鏡を作ります 700 円

8/18 日 9:00
（夏休み企画）
身近にいる小さな生き物をつかま
えてボトルアクアリウムを作ろう

辻井要介
親水池でメダカやエビをつかまえて
ボトルアクアリウムを作ります

500 円

8/25 日 9:30
（夏休み企画）
きれいな貝殻が動物に変身

古島忠衛 きれいな貝殻を使ってうさぎと亀を作ろう 500 円

9/7 土 9:30 浜遊で畑を耕そう　その１ （大根）
浜遊自然館
職員

自然館の畑で、大根作りに挑戦します 400 円

9/8 日 9:00
アロマストーンでおしゃれな
プラークを作りましょう！

澄川千恵子
アロマで香りづけしたストーンに、花をあしらって
癒しのアロマストーン飾りを作ります

1,300 円

9/20 金 19:30 秋の星座観察会
三瓶自然館
職員

惑星やこの季節に見ることのできる星座を観察
します

無料

9/21 土 9:00
環境にやさしい紙バンド手芸
　　　　（初めての方を対象）

水師高子 簡単なかごづくり 600 円

9/28 土 9:30 炭の置物を作ろう
浜遊自然館
職員

椿の実や松かさ等で味わいのある炭の置物を
作ります

500 円

      ご了承のほどお願い致します。
　　　　　－4－

講座の申し込みは各講座の開催日の１ヶ月前から受付け致します。

月日 時間 講  座  名 指  導  者 講座の内容 材料費

パッチワーク
同好会

パッチワークで小物を作ろう
２回の講座に参加できる方

800 円


