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検索ひとはく 　
9 月のイベント案内は、裏面をごらんください。

発行︓2020年 7月

月 火 水 木 金 土 日 
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ひょうごの妖怪

画はくの日 頌栄植物標本コレクション

ギャラリートーク
「頌栄植物標本コレクションのみどころ」

花工房

※詳しくは下記をご覧ください

キッズサンデー

▼企画展の案内▼
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  25

  6

※イベント内容は変更する場合があります。 あらかじめご了承ください。

展示解説
【平日】14:00～【土･日･祝】11:30 ～
【所要時間】20分

デジタル紙芝居
【毎日】11:00 ～・14:30 ～
【所要時間】15分

標本のミカタVol.4

8月
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ヒラヒラちょう
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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

ヒラヒラちょう

画はくの日

ウイルス感染拡大防止への対策

新型コロナウイルスの感染を防止し、来館者の皆様の安全を守るため、イベント等を実施する際に次の対策を講じます。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

スタッフの体調管理と

検温を実施します。

情報端末 ・ハンズ

オン資料の利用と

貸し出しを中止し

ています。

お客様の高頻度接

触箇所の消毒を徹

底します。

アクリル板の設置

やフェイスシール

ド、 手袋を着用し

て対応します。

飲食スペースで

は、 テーブルの間

隔をあけてご案内

しています。

定期的に館内の換

気を行います。

トイレの清掃、 除

菌を定期的に行っ

ています。

身体的距離を保つ

ため、 立ち位置

シールを設けてい

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
8/10 ㈪～ 8/16 ㈰

参加費100円定員100名

●先着順に整理券配布 15分毎に3組限定（全16回）
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ってみましょう。 ひとはくオリジナルのうちわをつくろう！　　　

　　

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。

2 ㈰ キッズサンデー
チャレンジ！セミとり
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！　　　　　

うちわづくり

くるくるまわるタネのもけいをつくろう！
ミニ企画展 期間 2/11 ㈫～ 8/29 ㈯ /２階企画展示室

臨時展示 期間 6/12 ㈮～ 8/31 ㈪ /3 階丹波の恐竜化石展示室

臨時展示 期間 6/30 ㈫～ 8/31 ㈪ /3 階丹波の恐竜化石展示室

臨時展示 期間 7/10 ㈮～ 8/31 ㈪ /2 階「水生生物の世界」展示室

収蔵資料展 期間 8/1 ㈯～ 9/13 ㈰ /4 階ひとはくサロン

六甲山のキノコ展 2020
～野生のキノコの不思議な魅力～

「アジア初！海の地層で見つかった
　　　　　　7200 万年前の海鳥化石」

「世界最小の恐竜卵を発見！
～篠山層群より発掘された獣脚類恐竜の卵・卵殻化石～」

「絶滅危惧種ニッポンバラタナゴの
保全に関する論文の出版」

頌栄短大植物標本コレクション
～そんなに集めてどうするの～

お 客 様 へ の お 願 い
マスクを着用して

ご入館ください

手指の消毒にご協

力ください

連絡先のご記入または、 「兵庫県コロナ追跡シス

テム」 のQRコード読み取りにご協力ください

お知らせ
デジタル紙芝居の場所が変わりました

新型コロナウィルス感染防止のため、当面の間４階ひとはくサロンにて上演し
ます。お客様同士の間隔を十分にとってご観覧いただきますよう、ご協力お願
いいたします。

3 階アースシアター  →  4 階ひとはくサロン

HITOHAKU参加費200円
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ドングリの赤ちゃんを
さがそう

くるくるとぶタネ

化石を掘り出そう！ 画はくの日

花工房

石ころでアート

くるくるとぶタネ

※詳しくは下記をご覧ください

キッズサンデー

 7

  29

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

 1

  10

※イベント内容は変更する場合があります。 あらかじめご了承ください。

9月

展示解説
【平日】14:00～【土･日･祝】11:30 ～
【所要時間】20分

デジタル紙芝居
【土･日･祝】11:00 ～・14:30 ～
【所要時間】15分

頌栄植物標本の現在の収蔵状況を見て回ります。　　

くるくるとぶタネ
熱帯の森の大きな木、フタバガキのタネの模型をつくっ
てみんなでとばしてみよう！　　　　　　　　　　

13:30～14:15

5 ㈯

キラキラなムシのかざりをつくろう！
キラキラ光るムシさんの小さな飾りをつくります。

6 ㈰ キッズサンデー

こん虫の体のしくみを観察しよう！

バッタ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！

そとはく
移動博物館車「ゆめはく」体験

そとはく～そとはくビンゴ～

「ゆめはく」で、ひとはくキャラバンの定番メニュー「む
しむしみっけ」を体験できます。

自然を感じるゲームをしたり、そとでゆっくりとできる
場を提供します。

チャレンジ！バッタとり

要受付 当日 10 : 0 0 から博物館 4 階インフォメーションにて
受付を開始し、定員になり次第受付終了します
※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。

えんがわミュージアム

定員５組要受付

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

とっても簡単！化石のレプリカづくり

バックヤードツアー
頌栄植物標本コレクション
見学ツアー

風に乗って飛ぶタネの模型をつくろう

くるくるとぶタネ

バッタを解剖してみよう

21 ㈪
10:30～16:00

とっても簡単！化石のレプリカづくり
くわしくは 19 ㈯の同タイトルをごらんください。

22 ㈫
10:30～16:00

とっても簡単！化石のレプリカづくり
くわしくは 19 ㈯の同タイトルをごらんください。

13:30～14:15

26 ㈯ くるくるとぶタネ
くわしくは 5㈯の同タイトルをごらんください。

くわしくは 5㈯の同タイトルをごらんください。

ミニ企画展
期間     

～9/13（日） 4階ひとはくサロン

頌栄短大植物標本コレクション
～そんなに集めてどうするの～

秋の植物を楽しもう !

定員５組要受付
ドングリの赤ちゃんをさがそう

13:00～14:00

27 ㈰
実りの秋が近づいてきました。深田公園で地面に落ちる
前のドングリをさがそう！                    　　　　　　　

13:30～14:00
頌栄植物標本コレクション見学ツアー
バックヤードツアー

画はくの日
13:30～14:00

13 ㈰ 要受付 定員５組

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。     
         　　　　　　　　　　　　　　　　　

13:00～16:00 ヘラやハケを使って、本物の化石を掘り出していきます。どんな化石が見つかるのかはお楽しみです。掘り出した化石はお持ち帰
りできます。　　　　　　　　　　　　　　　

12 ㈯ 定員各回4組化石を掘り出そう！ 要受付
参加費500円

花工房

とっても簡単！化石のレプリカづくり
20 ㈰

参加費100円
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。

えんがわミュージアム 1 階出入口付近にて
開催します。

えん
がわ

えん
がわ

えん
がわ

くわしくは 19 ㈯の同タイトルをごらんください。

今回のテーマは実りの秋、紅葉の秋、秋は植物の楽しい
季節です。タネの模型をつくって飛ばしたり、七草のも
んきりあそびをして楽しみましょう。

秋の植物を楽しもう !

風に乗って飛ぶタネの模型をつくろう
紙、クリップ、ホッチキスを使って、風に乗って飛ぶ
タネ（フタバガキやマツ、カエデなどのタネ）の模型
を作って、実際にとばしてみよう！誰でも参加できま
す。参加費は無料。作品はお持ち帰り OK ！　　　　

対象：小学生以上

10:30～16:00

19 ㈯ 定員100名とっても簡単！化石の
レプリカづくり 参加費100円

●先着順に整理券配布 15分毎に3組限定（全16回）
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ってみましょう。 

石ころでアート
石ころをペインティングでステキなアートに変身させよう！
　　　　　　　　　　　  　　

定員5組
参加費200円対象：小学生以上

当日応募にて抽選
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