
第２５５号　令和４年８月20日発行

　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。

　〇９月　３日（土）９:００～ 「つるかご作り」

参加費　　　５００円　　 講師　永瀬 登志夫さん

自然館周辺に自生する「つる」を使って

　　　　カゴを作ります

　　　　　　　　　

　〇９月１１日（日）９:３０～ 「浜遊で畑を耕そう　その１（大根）」

　※ 初心者の方を優先します

参加費　　　４００円　　 講師　浜遊自然館職員

自然館の畑で、大根作りに挑戦します

　〇９月１７日（土）９:００～ 「環境にやさしい紙バンド手芸（初秋のカゴ作り）」

参加費　　１,１００円　　 講師　水師 高子さん

秋に向けてのカゴを作りましょう

　〇９月２４日（土）９:３０～ 「美味しい簡単お菓子づくり」

   ※ 小学3年生以下は保護者同伴

参加費　　　５００円　　 講師　金築 晴美さん

手作り簡単お菓子作りに挑戦します

（親子参加も可）

                          

　　　　　－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



《苔玉作りを楽しもう》
  開催日　６月２６日　(日)
  講　師　遙堪植物ウォッチングの会

毎回とても人気の講座！すぐに定員となりました。

初参加の方が多く、遙堪植物ウォッチングの会浦部さん
の、ユーモアを交えた説明やお世話の仕方を熱心に聞い
ていました。
さあ、オリジナルの苔玉作りに挑戦です。

　３種類の苗を組み合わせ、形を整えます。
　思い思いに組み合わせたら、苔を貼り
　糸で固定していきます。

　　糸の巻き方がとても難しく、　
　　スタッフの皆さんに教えて
　　いただきました。

　大・中・小と様々な大きさの
　苔玉を作り、持参したお皿に
　飾りました。

《みずくさアートを楽しもう》
　 月 日　７月９日　 (土)
　 講 師   辻󠄀井 要介さん

　　みずくさアートは、今回初めての講座！
　　自由にレイアウトを楽しみながら
　　作品を作ります。

　　まずは、繊細で美しい水草について辻󠄀井講師から
　　教わりました。色々な種類の水草があり、皆さん
　　手に取って観察していました。
　　

　いよいよ作品作りです。
　「アート作品としおり」の２種類を作ります。
　作品作りの手順を聞き、まずは台紙にイラストを
　貼り付けたり、思い思いに絵を描いていきます。

―２―

開催講座

清涼感のある作品ができました



　事前に押し葉にしてこられた水草を選び
　皆さん思い思いに自分だけの作品を作っていきます。

　最後にラミネート加工をし
　出来上がり♬♬

《レザークラフトづくり》
　 月 日　７月１７日 (日)
　 講 師  影山　深由紀さん

　今回は「壁掛けレターラック」を作ります。

　先生の説明を聞き、沢山ある刻印の中から
　柄や並べ方、出来上がり等をイメージしながら
　自分好みの柄を作ります。

　トントントン！と
　刻印を打つ、賑やかな音が
　館内に響きわたっていました。

　

　さあ！次は色を付けていきます。
　先生に、色の変化について教えていただき
　単色やグラデーションを付けたり、自宅の
　壁に合わせて色を塗り、完成を目指します。

最後に、ポケット部分をリベットで
取り付けます！

　　　　　－３－

自作のアートが完成しました！

オンリーワンの作品ができました



10/2 日 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

10/7 金 19:00 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

小学３年生以下は
保護者同伴

10/16 日 9:30 箱庭を作ろう 落合直人
セダムと多肉植物でミニ寄せ植えを
楽しもう 500 円

10/23 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

11/8 火 18:30 皆既月食観察会 吉川正美
今回の皆既月食は時間が長く絶好
の観察条件です

小学３年生以下は
保護者同伴

11/20 日 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

11/27 日 9:30
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

12/11 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

1,300 円

12/17 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

12/24 土 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 土 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

1/22 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

2/4 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。自分
だけの作品をフレームに飾ります

300 円
小学３年生以下は
保護者同伴

2/11 土 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！
バレンタインプレゼントにいかが？
               　　　　　（容器代を含む）

2,000 円

2/18 土 9:00
環境にやさしい紙バンド手芸
　　　　　　　　　（春待ちカゴ作り）

水師高子 春待ちカゴを作ります 1,100 円

2/26 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

3/5 日 9:00 親子でパンづくり 藤原雪子 楽しく親子でパンを作ります 1,000 円

3/11 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

3/19 日 9:30
可愛い五月の節句飾りを作りま
しょう

澄川千恵子 オリジナルの五月飾りを作ろう 1,300 円

3/26 日 8:30 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
小学３年生以下は
保護者同伴

　　　　　　講座の申込は、開催日の１ヶ月前から受付します。

　　　　  　－４－

無料

1,000円／本

無料

令和４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 参加費 備考


