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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）

　　　※申し込み受付は開催日の１ヶ月前から行います。

 ◎５日（土）９：３０～ 「浜遊で畑を耕そう　その①大根」　

参加費　４００円　　　　指導　浜遊自然館職員

自然館の畑で、大根作りに挑戦します
　　　　　　　　　

 ◎６日（日）９：００～ 「オリジナルエコバッグを作ろう」

参加費　９００円　　　　講師　澄川千恵子さん

　　　　帆布のエコバッグをペーパーナプキンやレースで

　　　　飾り、自分だけのエコバッグを作りましょう
　　　こちらの作品を作ります

 ◎11日（金）１９：３０～　 「秋の星座観察会」

参加費　無料 　　　　講師　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

 ◎13日（日）９：３０～ 「炭の置物を作ろう」

参加費　５００円　　　　指導　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

 ◎２6日（土）９：００～　「環境にやさしい紙バンド手芸」

参加費　１，１００円　　　　講師　水師高子さん

とばし編みのかごを作りましょう

　　 こちらの作品を作ります

　　※　なお、新型コロナウィルス感染の状況により

　　　　　　   　中止となる場合もありますのでご了承ください。
　　　　　－１－

回　　覧

浜遊自然館だより

　【お問い合わせ先 】

 ９月の講座のお知らせ

浜遊の森から



《オリジナルキーホルダーを作ろう》
　　日時　７月２５日　(土)
　　講師   立花　忠美さん 夏休み企画の第一弾。レザーを使っておしゃれな

キーホルダーを作ります。

　　小さくても本格的なレザークラフト。
　　まずは先生にレザーへの刻印の押し方
　　色の付け方を教わります。

　　はじめての刻印、練習で力余って
　　レザーを貫通した方もいましたよ。

　　刻印の模様選び、色選びに迷うこと！
　　何故か隣の人の作品が素敵に見えます(^-^;

　色を塗り終わったらドライヤーで乾かし
　コート剤を塗ってまた乾かします。
　先生に金具を付けてもらって完成！！
　子供も大人もそれぞれに
　どれも個性的で素敵な作品です♪
　早速、カギを付けている方も。

　この夏の楽しい思い出が増えましたね💛

《スケルトンリーフ(葉脈標本)を作ろう》
　　日時　７月２６日　(日)
　　講師 　加持　博敏さん 今回の夏休み工作は、先生が

あらかじめ作ってくださった
スケルトンリーフ(葉脈標本)を
使って色々な雑貨を作りました。

　スケルトンリーフはレースのような繊細な美しさ。
　先生から植物の仕組みを聞くと、その美しい葉脈は
　植物にとって血管やリンパ管のようなもの。
　改めて植物も生き物なんだとつくづく感じますね。

今日はラミネートフィルムに挟んで栞(しおり)に
したり、大きく作って壁飾りにしたり・・・
　　　手早い人はキーホルダーも作りました。

　　　気前の良い先生からスケルトンリーフと
　　　他の材料を少し分けていただきました。
　　　我が家でオリジナルの素敵な
　　　雑貨がもう一つ出来そうです♪

　　　次回はスケルトンリーフ(葉脈標本)を
　　　ぜひ自分で作ってみたいですね💛

　《夏を乗り切る美味しい日本料理》
　　日時　７月１１日　(土)
　　講師   安田　政男さん ※　残念ながら中止となりました。

　《苔玉作りを楽しもう》
　　日時　７月１２日　(土)
　　講師   遥堪植物ウォッチングの会 ※　秋に延期となりました。

―２―

７月に実施した講座
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《水に住む生き物のお話》
　　日時　６月２７日　(土)
　　講師   辻井　要介さん

　この日、きずきっこクラブで「サツマイモのなえを
　うえよう！」イベントが行われ、途中浜遊自然館を
　訪問してくれました。

　その後、親水池に移動し浜遊自然館講師の
　辻井要介さんから池に住んでいるカメや魚などの
　生き物や植物について説明していただき、
　在来種・外来種などについて学習しました。

　　　親水池は久しぶりに、子供達の明るい声で賑わいました💛

6月に私たちの目を楽しませてくれた花しょうぶ。
今年の仕事を終えてひと休みしています。

それぞれの鉢の様子を見て、株分けの必要ない鉢は
新しい葉が出るように、葉を短く刈り込みます。

さあ、いよいよ株分け作業です。土の準備もOK！
根の張った株の葉を切り、鉢から取り出し四等分にし

　一株は鉢に植えなおし
　　　　　親水池に戻します。

　今年は１４０鉢余りの株分け。
　天候の不順な中の作業は
　なかなかの重労働でした！

　来年もどうか、きれいな花が
　たくさん咲きますように♪

余った株は毎年、花の好きな
方にお分けしています。

７月下旬に行った苗の配布。
今年は大人気であっという間に
なくなりました。
大事に育ててくださいね♪

　　来年、皆さんのお宅でもきれいな花が無事に咲きますように💛
　　　　　－３－

https://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_430.html
https://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_430.html
https://www.irasutoya.com/2018/07/blog-post_349.html
https://www.irasutoya.com/2017/02/blog-post_46.html
https://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_4815.html
https://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_4815.html
https://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_4815.html
https://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_4815.html


10/3 土 9:30 苔玉作りを楽しもう
遙堪植物
ウォッチング
の会

こだわりの苔玉を作ろう
　　　　　　　　　（皿代は含まない） 1,000 円

10/4 日 9:30 美味しい簡単お菓子づくり 金築晴美
手づくり簡単お菓子作りに挑戦しま
す（親子参加も可） 500 円

10/11 日 9:30 アクセサリー作り 前島一美 自分だけの素敵なネックレス作り 1,300 円

10/18 日 9:00 つるかごづくり 永瀬登志夫
自然館周辺に自生する「つる」を
使ってカゴを作ります 500 円

10/25 日 9:30 そば打ち体験 曽田忠良
そば打ちの体験と打ち立てそばを
堪能します 500 円

11/7 土 9:30 箱庭作り 落合直人 簡単でかわいい箱庭を作ろう 500 円 　

11/8 日 9:30
浜遊で畑を耕そう　その２
　　　　　　 （玉ねぎ）

浜遊自然館
職員

自然館の畑で、玉ねぎ作りに挑戦
します 700 円

11/14 土 9:30 秋の寄せ植え 瀬島　豊
すてきな秋の寄せ植えに挑戦！
　　　　　　　　（容器代含まない） 1,500 円

11/15 日 9:00
ペインティングで可愛いクリス
マスプラークを作りましょう

澄川千恵子
白木に色を塗ったりデコしたりして
クリスマス飾りを作ります 1,300 円

12/5 土 9:30
簡単おせち作りの                
ワンポイント(日本料理）

安田政男
正月を迎えるためのおせち料理の
ワンポイント教えます 1,300 円

12/6 日 9:30 干支の絵馬づくり 澄川千恵子
絵馬の形の白木にペイントしたり
和紙をデコしたりして来年の干支
飾りを作ります

1,100 円

12/19 土 14:00 ミニ門松作り 原田　優
松や竹を使ったミニ門松づくりに
挑戦しよう 700 円

12/20 日 9:30 春を待つ花をいけよう 古川志津子 正月を迎える花をいけましょう 1,500 円

1/7 木 10:00 七草がゆを食べよう
浜遊自然館
職員

七草粥を食べて１年の無病息災を　
願います 200 円

1/24 日 9:30 そば打ち体験 曽田忠良
そば打ちの体験と打ち立てそばを
堪能します 500 円

2/6 土 9:30
イラスト講座　
好きな生き物を描いてみよう

辻井要介
動物や植物などを可愛く描くコツを　　
イラストレーターがアドバイス 300 円

小学３年生以下
は保護者同伴

2/11 木 9:30 フラワーアレンジメント 布野由美子
フラワーアレンジメントに挑戦！　　　
バレンタインデープレゼントにいか
が？　　（容器代を含む）

2,000 円

2/14 日 9:00 レザークラフトづくり 影山深由紀 レザークラフトに挑戦します 2,000 円

2/20 土 9:00
環境にやさしい紙バンド手芸
　　　　　　　　　（春待ちカゴ）

水師高子 春待ちカゴを作ります 1,000 円

3/7 日 9:00 簡単ピザづくり 永瀬貴子 みんなで楽しくビザ作り 900 円

3/13 土 9:30 しいたけを育てよう 水師達也 自家製の椎茸を育ててみよう

3/14 日 9:00
可愛い５月の節句飾りを作り
ましょう

澄川千恵子 オリジナルの５月飾りを作ろう 1,300 円

3/28 日 9:00 野鳥観察会
秦　 智秋
長廻哲雄

出雲大社周辺の野鳥を観察しよう 無料

　　　　　　講座の申込は、開催日の１ヶ月前から受付します。

　　　　  　－４－

1,000 円/本

令和２年度　浜遊自然館講座開催予定　（１０月～３月）

月日 時間 講  座  名 指  導  者 講座の内容 材料費 備考


