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主催：ひとはくフェスティバル 2013 実行委員会　　後援：兵庫県阪神北県民局　
協賛： 株式会社北摂コミュニティ開発センター　株式会社ミツカングループ本社
 株式会社エフコーポレーション

丹波竜マスコット
キャラクター  ちーたん 

三田市マスコット
キャラクター　キッピー

ひとはく博士

篠山市マスコット
キャラクター まるいの

兵庫県マスコット
キャラクター  はばタン

　　10：00～15：00　　　各 100 円
NPO法人 人と自然の会・ネイチャー・クラフトクラブ
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　　11：00～15：00　　　100 円
NPO法人 人と自然の会・里山クラブ

32

　　①10：00～ ② 11：00～③ 13：00～ ④14：00～（45 分程度）
　　整理券配布　9：45～①＆②  /  12：30～③＆④
　　30名（1回）　　　無料
NPO法人　人と自然の会・星の会&明石市立天文科学館 
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　　10：00～16：30　　　材料費実費
株式会社エフコーポレーション

34

　　①11：00～12：00　②13：00～14：00
　　③15：00～16:00
 整理券配布：10：00～　ひとはく恐竜ラボ 
　　各回 30 名　　　500 円
ひとはく研究員ほか 

35

　　

移動博物館車「ゆめはく」にキノコ

の標本が大集合。

展示をみながらのゆったりとした

カフェ空間を提供いたします。

場所：深田公園

　　11:00～16:00　　
　　飲食物実費

クラシックの名曲や映画音楽とそこに登場する自

然や生きものについて、木管五重奏と研究員の

解説で楽しくお届けします。

出演：アミーチ・ウインド・アンサンブル
 ひとはく研究員ほか
場所：ホロンピアホール
 13：00～14：00　　　無料　　

 「ひとはく」のクイズはどこにあるかな？
 クイズに答えて商品をゲットしよう！

　　10：00～16：00　　　 50 名　　  無料
兵庫県立歴史博物館 

30

たいけん グッズ販売みる

定員 飲食

つくる



　　10：00～15：00　　　100 円 / 個
NPO法人キッピーフレンズ&有馬富士公園パークセンター

　　10：00～15：00　　　100 円 / 個
NPO法人キッピーフレンズ&有馬富士公園パークセンター
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ひとはく多様性フロア

▶ 面方
スンラ

トンエ

21

　　10：00 ～ 16：00　　　無料
ひとはく研究員ほか

　　10：00 ～ 16：00　　　無料
ひとはく研究員ほか
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　　10：15 ～ 16：00　　　無料
ひとはく研究員ほか

　　
　　10：15 ～ 16：00　　　無料
ひとはく研究員ほか
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　　10：00～16：00　　　200 円
テネラル

　　10：00～16：00　　　200 円
テネラル

14

　　11：00 ～ 16：00　(15：30 受付終了 ) 　無料
一般財団法人大阪市教育振興公社キッズプラザ大阪

　　11：00 ～ 16：00　(15：30 受付終了 ) 　無料
一般財団法人大阪市教育振興公社キッズプラザ大阪

　　10：00～16：30
丹波竜化石工房「ちーたんの館」

27

25

　　10：00～15：00　　　200 円
兵庫県立丹波並木道中央公園

6

　　10：00～16：00　　　無料
国立淡路青少年交流の家

13

　　10：00～15：30（受付は 15：00 まで）　　　200 円
ひょうご考古楽倶楽部

23

　　10：00～15：00　　　400 円
株式会社 道下工務店　神戸支店 

　　10：00～15：00　　　400 円
株式会社 道下工務店　神戸支店 

う

　　10:30～16:00　　　500 円
ひとはく研究員

う

　　10:30～16:00　　　500 円
ひとはく研究員

18

 
　　10：00～16：00　　　500 円
兵庫陶芸美術館

7

　　①11：00～　②13：00～　③14：00～　④15：00～
　　整理券配布　10：45～①＆②  /  13：45～③＆④
　　各回 25名　　　200 円
ひとはく研究員ほか

　　①11：00～　②13：00～　③14：00～　④15：00～
　　整理券配布　10：45～①＆②  /  13：45～③＆④
　　各回 25名　　　200 円
ひとはく研究員ほか
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10：00～16：00　　　無料

兵庫県立図書館

10：00～16：00　　　無料
兵庫県立図書館

29

　　10：00 ～ 16：30　　　無料
みんぱくミュージアムパートナーズ （MMP）
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　　10：00～16：00
ひとはくフロアスタッフ 

2

　　10：00～17：00　　　無料
三田マッキントッシュユーザーズグループ（SMUG） 
　　10：00～17：00　　　無料
三田マッキントッシュユーザーズグループ（SMUG） 

5

4

　　10：00～15：00( 材料がなくなり次第終了）　　　100 円
NPO法人 人と自然の会・花工房

　　10：00～16：00　　　100 名　　　100 円
西宮市貝類館

　　10：00～16：00　　　100 名　　　100 円
西宮市貝類館

8

9

　　10：00～15：00　　　無料
NPO法人 人と自然の会・理科ボックス 

たいけん グッズ販売みる つくる

4F
　　10：00～材料がなくなるまで　　　無料
GREEN GRASS

1

11

　　キーホルダー１つ 200 円
伊丹市昆虫館友の会・伊丹市昆虫館

26

　　①11：00～　②13：00～　③14：30～
　　各回 20名　　　300 円
たんば恐竜・哺乳類化石等を活かしたまちづくり推進協議会

　　①11：00～　②13：00～　③14：30～
　　各回 20名　　　300 円
たんば恐竜・哺乳類化石等を活かしたまちづくり推進協議会

　　10：00～16：00　　　飲食物実費
雨天時はまんぷくストリートで販売します

　　10：00～16：00　　　飲食物実費
雨天時はまんぷくストリートで販売します
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　　11:00～16:00　　　飲食物実費
ひとはく研究員 & はなとね  ほか
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　　10：00～16：00　
　　魚釣りゲーム：100 円 　 他グッズは各種材料費
須磨海浜水族園ボランティア（SAPV） 

3

　　11：00～
run♪run♪plaza（るんるんぷらざ）

10

　　10:00～15:30（受付は 15:00 まで）　　　100 円
ひょうご考古楽倶楽部

　　10:00～15:30（受付は 15:00 まで）　　　100 円
ひょうご考古楽倶楽部

生涯学習課

～

　　10：00 ～ 17：00（材料がなくなり次第終了）　　　　　　
　　先着 50名　　　無料
九州国立博物館
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