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学芸員によるｷ゙ ｬﾗﾘー ﾄー ｸ「但馬牛クイズ」

県立北摂三田高校吹奏楽部による
ひとはくサロンコンサート

発行：2019 年 7月

3
4

10
11

17 18

24 25

5 6 7 8 9

1 2

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

妖怪缶バッジづくり

彩色勾玉をつくろう
花工房

チャレンジ！セミとり
水辺のいきものを捕ろう

しゃぼん玉
パネルシアター
くるくるまわるタネのもけいをつくろう！

生き物と触れ合おう！

花工房

要受付 …　当日 10:00 から博物館 4 階インフォメーションにて
　　受付を開始し、定員に達し次第受付終了します。

夏休み
特大号

昆虫ポップアップ
カード

とっても簡単！
化石のレプリカづくり

とっても簡単！
化石のレプリカづくり

ピロピロ・アケボノ
ゾウをつくろう! きょうりゅう骨パズル

さかなの解剖
いろいろなダンゴムシ

ササ舟ウォータースライダーひょうごの妖怪

画はくの日

ころころダンゴムシ

シカのツノを
つくろう！

恐竜・鉱物
ストラップづくり

深海たてばんこを
つくろう！

ペーパークイリング

標本のミカタ

７月

顕微鏡で植物の組織を観察しよう

2019 年 7月 20 日（土）
～ 8月 31 日（土）

8月

アクアリウムをつくろう
アクアリウムをつくろう

さかなの解剖

プラ板づくり 五感で親しむ海辺の植物

星・宇宙へのとびら
妖怪缶バッジづくり

とっても簡単！
化石のレプリカづくり

とっても簡単！
化石のレプリカづくり

とっても簡単！
化石のレプリカづくり 画はくの日

竹の水鉄砲づくり
さわってアンモ

川でさかなつり
マツ葉で工作

県立北摂三田高校
吹奏楽部による

演奏時間
場所

無料
12:15 ～ 12:35
4 階ひとはくサロン

料

♪

7/31 水 プラ板づくり
標本モチーフのプラバンをつくろう！10:30~16:00

※材料がなくなり次第終了

定員50
参加費100円

1 0 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0（入館は 16 : 3 0 まで）

月曜日（祝日の場合はその翌日）
※夏休み期間中は休まず開館します。

TEL:（079）559-2001 アクセス

休館日

観覧料
※障害者手帳をお持ちの方はご提示いただくと割引となります。
　

大人 20 0 円（高校生以下は無料）
※7 0 歳以上の方は半額（年齢のわかるものをご提示ください）
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南ウッディタウン駅南ウッディタウン駅

至岡山至岡山中国自動車道「神戸三田ＩＣ
（六甲北有料道路終点）」から約 10分
※博物館専用の駐車場はありません。
　近隣の有料駐車場をご利用ください。
（イオン三田店駐車場では 4時間まで無料サービスがあります。）

ＪＲ宝塚線「三田駅」から神戸電鉄に乗り換え
「フラワータウン駅」下車 徒歩約５分

8月のイベント案内は、裏面をごらんください。

７月

花工房
11:00~15:00
（昼休憩あり）

押し花を、自分の好きな形にならべて、
かわいいしおりをつくります。

参加費100円7/21 日

7/27 土 ひょうごの妖怪
13:00~14:00 ひとはくに所蔵されている普段未公開の妖怪の資料を

特別公開します！

要受付 定員20

7/27 土 いろいろなダンゴムシ
14:00~15:00 いろいろなダンゴムシの観察をします。

ササ舟ウォータースライダー
13:30~14:00 ササの葉で小さな舟をつくって、

水でながしてみよう！

7/28 日 定員20要受付

7/29 月 昆虫ポップアップカード
昆虫の絵を描いたり、はんこをを押したりして、
オリジナルの飛び出すカードをつくろう！

※材料がなくなり次第終了

10:30~16:00
定員50

デジタル紙芝居

　　　　8月11日（日）　11：00 ～・15：30 ～
　　　

ただし、8月 4日（日）　11：00 ～・15：00 ～
【毎日】11:00 ～・14:30 ～

【所要時間】15分
【場所】3階アースシアター

展示解説
【平日】14:00～   【土･日･祝】11:30 ～
【所要時間】20分
「ボルネオジャングル探検ツアー」
「ひょうごの自然じまんツアー」
「ひょうごのどうぶつツアー」など

7/30 火
アケボノソウの吹き戻しをつくろう！10:30~16:00

定員50ピロピロ・アケボノゾウをつくろう！

※材料がなくなり次第終了

7/24 水
26 金

さかなの解剖

14:00~14:30

魚屋さんで売っている身近な魚を解剖します。
我々ヒトとどう違うか、観察しましょう。

コレクション展 石ころズラリ
～美しい鉱物から珍しい岩石まで～

期間 ：7/13（土） ～9/29（日） 2 階ひとはく多様性フロア

ひとはくコラボ展 但馬牛のひみつと牧場公園の自然
期間 ：7/13（土） ～9/1（日） 4 階ひとはくサロン

員50

終了

然

丹波の森国際音楽祭

演奏時間
場所

無料
13:30 ～ 14:30
4 階ひとはくサロン
♪

開館時間

彩色勾玉をつくろう
色つきの勾玉（まがたま）をつくってみよう
（ 所要時間 20 分）

13:00~15:00

定員40

参加費200円
7/21 日 10分前受付

7/20 土 アクアリウムをつくろう
13:30~14:00

海の生き物のきらきら光るアクアリウムを
つくろう！　　　　　　

定員20

参加費300円21 日
要受付

※11:30～13:00
　は昼休憩

※11:30～13:00
　は昼休憩

※11:30～13:00
　は昼休憩

9/1チャレンジ！トンボとり
カフェ＆そとはくビンゴ

紙トンボ
花粉を顕微鏡で観察しよう

※小学校低学年は保護者と一緒にご参加ください

※幼児参加は保護者と一緒に

移動博物館車「ゆめはく」体験
川でさかなつり
キラキラなムシのかざりをつくろう！



みなさんの笑顔のために…
For your Smile ！

8 月
8/3 土 きょうりゅう骨パズル

大きな恐竜の骨パズルを、みんなで組み立てよう！

要受付

13:30~14:00

定員20

8/3 土 五感で親しむ海辺の植物
13:30~15:00 海辺の植物の鉢や押し葉標本を展示します。見る、嗅ぐ、触るなどの五感体験を通じ、海辺の植物に

親しみましょう。

画はくの日
博物館の展示をじっくり観察しながら絵を描いてみ
ましょう。色鉛筆など道具は貸出します。13:30~14:00

8/17 土
18 日

8/18 日 花工房
11:00~15:00
（昼休憩あり）

押し花を、自分の好きな形にならべて、
かわいいしおりをつくります。

参加費100円

8/11 日 星・宇宙へのとびら～夏の星空案内～
14:00~15:00 夏の星座案内や天文関係のトピックスを、クイズを

交えて、紹介します。

定員50

8/12 月 地球のカケラから何がわかる？
　～岩石・鉱物の科学～13:00~16:00
岩石や鉱物の標本は、私たちが住んでいる地球のカケラです。国内外から産出した様々
な標本を例に、その特徴や不思議な性質、それらが教える地球の成り立ちを紹介します。

ころころダンゴムシ
ダンゴムシのボールをころがしてあそぼう！13:30~14:00

8/24 土 定員20要受付

8/25 日
13:00~15:00 箱の中に入っている化石をさわって、形だけで種類をあ

てるクイズにチャレンジしてみましょう。化石はすべて
本物です。

形であてる化石クイズ「さわってアンモ」

川でさかなつり
13:30~14:00 上流・中流・下流、どんなエサでどんな魚がつれるかな？

川に見たてたブルーシートを使って魚つりをします。

8/31 土 定員15要受付

ら産出しした様々た様産

8/31 土 マツ葉で工作
13:30~15:00 クロマツの葉っぱを使って工作をします。遊びながら

葉っぱの形や付き方も観察してみましょう。

8/18 日 生き物と触れ合おう！
13:00~15:00

水辺にいる身近ないきもの（メダカ・イモリ・ザリガニ・
カエルなど）に、直接ふれあってもらえます。

定員50

参加費100円

10分前受付

8/25 日 竹の水鉄砲づくり
13:00~15:00

自然の竹を利用して水鉄砲を手作りします。作ったあ
とは、屋外で水を飛ばして、まとあてあそびをします。

定員30

参加費300円

10分前受付

くるくるまわるタネの
もけいをつくろう！

15:15~16:00

くるくる回るタネの模型をつくって飛ばしてみましょう！

定員3010分前受付

しゃぼん玉13:00~15:00
しゃぼん玉をいっぱいとばそう！

定員30

参加費100円

10分前受付

顕微鏡で植物の
組織を観察しよう

13:00~15:00

カミソリで葉や茎を薄く削いで、顕微鏡で観察します。

定員1210分前受付

パネルシアター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『じごくのそうべえ』『ブレーメンの音楽隊』

水辺のいきものを捕ろう13:00~14:00
深田公園のビオトープで生き物をとって観察しよう！

要受付 定員20

チャレンジ！セミとり10:30~11:30
セミをじょうずにつかまえるにはどうしたらいいのかな？
練習しよう。　　　　　

定員5010分前受付

8/4 日

8/18 日 学芸員による
ギャラリートーク「但馬牛クイズ」12:30~15:00
1 回日　12：30 ～　2 回目　14：00 ～（景品あり）

8/10 土
　11 日

妖怪缶バッジづくり
ひょうごにすむ妖怪、「ぬえ」「かまいたち」「りゅう」「かしゃ」
「うみぼうず」「かっぱ」の中から好きな妖怪を選んで、色を
ぬって、オリジナルの缶バッチをつくろう！

10:30~16:00

※材料がなくなり次第終了

定員200

参加費100円

※11:30～13:00
　は昼休憩

8/27 火 シカのツノをつくろう！
10:30~16:00 紙でつくったシカのツノに色をぬって、

頭につけてみよう！

定員50

※材料がなくなり次第終了
※11:30～13:00
　は昼休憩

8/29 木 深海たてばんこをつくろう！
10:30~16:00 深海にはどんないきものがすんでいるか

みてみよう！ ※材料がなくなり次第終了

定員50
参加費100円

※11:30～13:00
　は昼休憩

8/30 金 ペーパークイリング
10:30~16:00 細長い紙をくるくる巻いて好きなものをつくろう！

※材料がなくなり次第終了

定員50

※11:30～13:00
　は昼休憩

8/28 水 恐竜・鉱物ストラップづくり
10:30~16:00 恐竜や鉱物の絵を自由にかいてオリジナル

のストラップをつくってみましょう！

定員50

参加費100円

※材料がなくなり次第終了
※11:30～13:00
　は昼休憩

　推奨年齢：幼児～低学年

推奨年齢：  3 ~ 6 年生

　推奨年齢：幼児～低学年

　推奨年齢：幼児～低学年

8/25 日 県立北摂三田高校吹奏楽部による
夏休みひとはくサロンコンサート12:15~12:35
コンクール入賞を目標に演奏技術を磨く傍ら、地域に愛される
バンドを目指し福祉施設の訪問等にも積極的に取り組んでいます。

8/12 月
16 金

とっても簡単！
化石のレプリカづくり

10:30~16:00
※11:30～13:00
　は昼休憩 ※材料がなくなり次第終了

定員200

参加費100円

カラフルなおゆまるから好きな色を選んで
自分だけのオリジナルアンモナイトをつくろう！

～


