
◀◀ＱＲコードを読み取って
　　ひとはくのＨＰへアクセスしよう！

イベント スケジュール
2016ひとはく

【土･日･祝】11:00 ～・14:30 ～
【所要時間】15分
場所：3階アースシアター

【平日】14:00 ～
【土･日･祝】11:30 ～
【所要時間】20分

デジタル紙芝居展示室ツアー

「ひょうごの自然じまんツアー」など

「ボルネオジャングル探検ツアー」

毎日 週末

大きなスクリーンで
フロアスタッフ手作りの
動く紙芝居をたのしもう！

クイズを交えてたのしく
展示室をご案内します！

企画展のご案内

　３日　11：00、15：00
１０日　11：00、15：30
夏休み期間は、平日も 11：00 に上映
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発行：2016 年 6 月 24 日

１０１０

解説！丹波の恐竜化石
パネルシアター

四季の星空案内 ～夏編～

丹波の恐竜化石発掘セミナー

藍の生葉染め
花工房

日本に暮らす鳥たちの不思議
水辺のいきものを捕ろう！

さかなの体って
どうなってんの？

さかなの体って
どうなってんの？ カタツムリをさわろう イカ墨でイカの魚拓をつくろう！

妖怪の風景をつくろう

期間：平成 28 年 6 月 25 日（土）～ 9 月 4 日（日）
場所：４階ひとはくサロン

ミニ企画展 　「ひょうごの昆虫展」

期間：平成 28 年 7 月 16 日（土）～ 11 月 13 日（日）
場所：３階展示室　人と自然コーナー他

収蔵品展 　｢温古写真大作戦！！
むかしの写真で未来をつむごう」

期間：平成 28 年 7 月 21 日（木）～ 8 月 31 日（水）
場所：２階ひとはく多様性フロア

ミニ企画展　「丹波の恐竜１０周年記念展」

月7

２３
(土)

３０
(土)

２４（日)

水辺のいきものを捕ろう！水辺のいきものを捕ろう！

探検隊長
高橋鉄美研究員

当日10：00～
4階インフォメーションカウンターにて受付を開始 フロアスタッフとあそぼう

１３：３０～１４：００

2
（土）

3
（日）

9
（土）

10
（日）

17
（日）

31
（日）

『川でさかなつり』

『画はくの日』

『ひまわりモビール』

『恐竜うちわ』

受付 当日 10:00 から
４階インフォメーション
カウンターで受付開始。

夏の花、ひまわりのモビールをつくろう！

ひとはくの展示をじっくりみながら絵を描いてみよう！

上流・中流・下流、どんなエサでどんな魚がつれるかな？
川に見立てたブルーシートを使って魚つりをします。  

うちわに自由に絵を描いて、自分だけの
オリジナルうちわをつくってみよう！　　

場所：4階中セミナー室

定員：２０名

場所：4階オープン・ラボ

定員：２０名

参加費：１００円

場所：２階展示室

定員：１５名

参加費：無料

場所：来てのお楽しみ♪

参加費：無料

参加費：無料

16
(日)

18
(月・祝 )

はかせと

ぼう！
学学

はかせと

ぼう！
学学

2016年の新企画 はかせと学ぼう！　１３：００～１４：００
ひとはくの研究員とフロアスタッフがみんなの  「知りたい」  を刺激するワークショップだよ！

ラフレシアのかざぐるまをつくります。
うでにつけてくるくるまわそう！

『里山の昆虫
　はんこバッグ』

『ラフレシアを
　　　まわそう！』

チョウやクワガタのハンコを押して
オリジナルエコバッグをつくろう！

里山の昆虫はんこバッグ

ラフレシアをまわそう！

川でさかなつり
川でさかなつり

画はくの日 画はくの日

恐竜うちわづくり

ひまわりモビール

実物大！一円電車クラフト
づくり

収蔵資料ミニトーク
「古写真とひょうごの
風景」

一円電車のペーパークラフト

『実物大！
　　一円電車クラフトづくり』

『収蔵資料ミニトーク
　　古写真とひょうごの風景』

あけのべを走っていた電車の実物大模型をみんなで
つくろう！作った電車は、3 階展示室で展示されます。

上田研究員

場所　4 階ひとはくサロン
受付　当日 10：00 ～
定員　15 名

本館 3 階展示室で開催中の収蔵資料展のみどころを
解説します。
場所　3 階展示室
受付　当日 10：00 ～
定員　20 名

※受付は当日10：00～4階インフォメーションカウンターにて受付を開始

期間：平成 28 年４月２８日（木）～ 7 月 18 日（月・祝）
場所：３階トピックス展示コーナー

　「木の葉にお灸をすえる：樹木６００種を対象とした
死環の調査からみえてきたこと」

トピックス展

時間：10：30 ～ 11：30、13：00 ～ 16：00
定員：５０名（材料が無くなり次第終了します。）

参加費：無料

参加費：３００円

姫路の魅力再発見ギャラリー

アメンボみっつけよ！
すみながし

　　大平研究員
    　　と
明延の皆さん

3



10：30 ～ 11：30 / 14：00 ～ 15：00　　

（ラボーンズ）

恐竜ラボ南側スペース
対象　幼児不可
参加費 500 円（幼児は保護者とペア参加800円）
※各回 15 分前より４階インフォメーション
カウンターにて整理券を配布します。

丹波の恐竜化石
発掘セミナー

※発見された化石は持ち帰ることはできません。
記念品をプレゼントします。

定員各回 25 名

17
（日）

11：00 ～ 15：00　

美しい色のまま乾燥した「押し花」を使って
あなただけのしおりを作りましょう。
　　　　　　　　（NPO 法人 人と自然の会）

4 階 ひとはくサロン

花工房

参加費 100 円

17
（日）

①10：30～11：30
②13：00～16：00
ラフレシアのかざぐるまをつくります。うで
につけてくるくるまわそう。（フロアスタッフ）

4 階 オープン・ラボ

ラフレシアをまわそう！

定員先着 50 名

23
（土）

①10：30～11：30
②13：00～16：00

チョウやクワガタのハンコを押してオリジナ
ルエコバッグをつくろう！（フロアスタッフ）

3 階展示室

里山の
　昆虫はんこバッグ

定員先着 50 名　参加費 300 円

30
（土）

4 階実習室

藍の生葉染め

毎月第 3 日曜日に身近な自然をテーマにして、
見たり聞いたり触ったりと五感をフルに使って体
験することができます。毎回とっておきのプログ
ラムを用意して皆さんをお待ちしています。　　
　　　　　          　（NPO 法人 人と自然の会）

13：00 ～ 15：00

17
（日）

定員　20 名 参加費　500 円

4 階実験セミナー室

イカ墨でイカの
魚拓をつくろう！

13：00 ～ 15：00
イカの解剖の様子を観察し、イカ墨を使ってイ
カの魚拓を作製します。イカやタコの魅力につ
いてもお話します。　　　　　　（和田研究員）

31
（日）

　　　　　　

解説！丹波の恐竜化石

13：45 ～ 14：15

本館 3 階の恐竜関係の展示、恐竜化石のク
リーニング作業が行われている恐竜ラボを案
内します。 ）員究研谷古（ 　　　　　　　　  

3 階 恐竜化石展示室
恐竜ラボ

3
（日）

パネルシアター3
（日）

14：30 ～ 15：00
大きなパネルを使った楽しいはりえのお芝居
です。今回のお話は『たなばた』『とべない
ホタル』　　　（ＮＰＯ法人  人と自然の会）

2階 ひとはく多様性フロア

3階展示室

18
（月）
13：00 ～ 14：00　

本館 3 階展示室で開催中の収蔵資料展のみど
ころを解説します。（上田研究員・フロアスタッフ）

収蔵資料展・ミニトーク
「古写真とひょうごの風景」

はかせと
ぼう！学学

定員  先着 20 名

24
（日）

13：00 ～ 15：00　 2 階展示室
鳥類の標本を使って、鳥たちの「不思議」
を紹介します。日本に生息する小鳥、タカ、
カモなど、いろいろな鳥たちの不思議を楽
しく学びましょう。　　　（布野研究員）

日本に暮らす
鳥たちの不思議

水辺のいきものを
捕ろう！

13：00 ～ 14：00

24
（日）

定員 20 名 / 集合場所  4 階 ひとはくサロン

（高橋鉄美研究員とフロアスタッフ）
深田公園のビオトープで生き物をとって観察
しよう！　　　　　　　　　　　　　　

※当日 10:00 から４階インフォメーション
カウンターで受付開始※定員になり次第終了

4 階ひとはくサロン

カタツムリをさわろう

兵庫県の基本的なカタツムリ（ナミマイマイ、
ハリママイマイなど）を観察して、さわってみ
ます。　　　　　　　　　　　　（鈴木研究員）

14：00 ～ 15：00

30
（土）

イベントのご案内
ひとはく

定員 20 名、参加費 100 円

恐竜うちわづくり

13：30 ～ 14：00　４階中セミナー室

オリジナル恐竜うちわをつくってみよう！　
　　　　　　　　　　　　（フロアスタッフ）

17
（日）

※当日 10:00 から４階インフォメーション
カウンターで受付開始※定員になり次第終了

29
（日）
上流・中流・下流、どんなエサでどんな魚が
つれるかな？川に見立てたブルーシートを
使って魚つりをします。   ）フッタスアロフ（ 

2 階展示室

川でさかなつり

※当日 10:00 から４階インフォメーション
カウンターで受付開始※定員になり次第終了

定員 15 名

2
（土）

3
（日）

13：30 ～ 14：00　

画はくの日

13：30 ～ 14：00　場所は来てのお楽しみ♪
展示をみながら、じっくり絵をかこう！
色鉛筆や画用紙など道具は貸し出します。　
描いた絵は、４階休憩コーナーで１カ月間　
掲示します。　　　　　　（フロアスタッフ）

9
（土）

10
（日）

4 階ひとはくサロン

妖怪の風景をつくろう

12：00 ～ 15：30
妖怪の風景やパーツをハサミとノリで切り貼
りして、妖怪が出た様子を再現した立体カー
ドをつくります。時間中随時受付で、作品は
お持ち帰りできます。　　　　（大平研究員）

31
（日）

四季の星空案内
～夏編～

13：00 ～ 13：45
14：15 ～ 15：00
四季の星空をクイズを交えて紹介し、天文の
トピックスも解説します。
　　　　　　（ＮＰＯ法人  人と自然の会）

10
（日）

3階 アースシアター
定員５０名

定員 20 名

ひまわりモビール

13：30 ～ 14：00　４階オープン・ラボ

夏の花、ひまわりのモビールをつくろう！　
　　　　　　　　　　　　（フロアスタッフ）

31
（日）

※当日 10:00 から４階インフォメーション
カウンターで受付開始※定員になり次第終了

さかなの体って
どうなってんの？

14：00 ～ 15：00 4 階実験セミナー室
魚には異なるものを食べる種がたくさんいます。
例えば動物を食べる種がいたり、植物を食べる
種がいたりします。そのような種は食べるもの
によって顎や内臓の形が異なります。本セミナー
では、そのような魚を解剖し、形と生態の関係
について説明します。　　　（高橋鉄美研究員）

26
（火）

28
（木）

11：00 ～ 12：00　
古写真「姫路城昭和の大修理」，姫路の代表
的な地酒，姫路の市蝶ジャコウアゲハをご紹
介します。姫路の魅力を再発見してください。
　　　　　　　　　　　　　　（藤本研究員）

エントランスホール

姫路の魅力
再発見ギャラリー

17
（日）

月7

※少雨決行　
10：20 ～ 11：10　4 階 実習室集合

深田公園

3
（日）

アメンボ みっつけよ！

深田公園で昆虫はかせと一緒にアメンボをさ
がそう  　（八木研究員・run♪run♪plaza）

4 階実習室で１２：４５～整理券配布

すみながし

13：00 ～ 14：00/14：00 ～ 15：00

すみながし（マーブリング）をして、ステ
キなもようのチョウをつくろう。
　　　　　　（キッピー山のラボ・高瀬優子）

4 階 実習室定員各回 15 名

3
（日）

4階ひとはくサロン

16
（土）
11：00 ～ 12：00/14：00 ～ 16：00　

明延鉱山で走っていた電車の 1/45 サイズの模
型をつくろう　　（大平研究員・明延の皆さん）

一円電車の
ミニペーパークラフト

参加費 300 円
くろがね号、しろがね号、あかがね号　各 300 円

4 階ひとはくサロン

16
（土）
13：00 ～ 14：00　

明延鉱山で走っていた電車の実物大模型をみ
んなでつくろう！作った電車は、3 階展示室で
展示されます。（大平研究員・明延の皆さん・フロアスタッフ）

実物大！一円電車の
クラフトづくり

定員  先着 15 名
※当日 10:00 から４階インフォメーション
カウンターで受付開始※定員になり次第終了

はかせと
ぼう！学学

※少雨決行　


