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化石のレプリカをつくろう

アンモナイト石けんをつくろう！
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休館日

休館日 キノコGET だぜ！

ハロウィン★
モールでクモをつくろう

ハロウィン★クイリング 花工房
紙すきにチャレンジ！

くるくる回って落ちる
種子を観察しよう！

※詳しくは下記をご覧ください

休館日
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  27

休館日
 30

丹波の恐竜
たてばんこづくり

 31

 1 
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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

標本のミカタVol.6
ティティカカ湖の魚たち

ハロウィン★モールでクモをつくろう
モールを使ってカラフルなクモのかざりをつくろう !　　　　　13:30～14:00

3 ㈯

4 ㈰ キッズサンデー

鳥のふしぎ
鳥の羽根や骨を観察し、鳥のふしぎを解き明かしていきます。
顕微鏡を使って、羽根の複雑な構造も観察します。

そとはく
移動博物館車「ゆめはく」体験

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！トンボとり
トンボ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︕　　　　

①13：00 ～②14：00 ～③15：00 ～
石膏で化石のレプリカをつくろう︕　　　                                      

10 ㈯ 化石のレプリカをつくろう
　　

ろ過実験コンテスト

ハロウィン★クイリング

くるくる回って落ちる種子を観察しよう！
13:30～14:00
13:30～15:00

24 ㈯

キノコGET だぜ！
ひとはくの建物の周りを歩いて、秋のキノコを探します。
※小雨決行                                        　　　　　　　13:00～14:00

25 ㈰ 定員５組要受付

くるくる回って落ちる種子の様子を、下から風が吹く透明パイプ
の中に落として観察しよう︕カエデ、イヌシデ、マルバアオダモ、
ツクバネウツギなど種類によって回り方が違って面白いですよ。        

当日10:00から会場にて応募を開始し、イベント開始30分前に抽選をし、決定します

定員各回6組

定員５組要受付

紙すきにチャレンジ！
牛乳パックのパルプから、オリジナルカード・ハガキを作ろう︕

花工房

今回のテーマは深田公園の生きもの、秋の公園にはどんな生きものがいるのかな︖
草原や池などいろんな環境があるよ。みんなで探しに行ってみよう。

公園いきものみっけ！
18 ㈰

アンモナイト石けんをつくろう！

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

アンモナイトのシリコン型に石けん素材を流し込み、
アンモナイト化石のレプリカを作製します。石けんが
固まって完成するまでに約30分を要します。

お 客 様 へ の お 願 い
マスクを着用して

ご入館ください

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

汚れた水を砂の中に流してきれいにしてみよう。
自然が水をきれいにするしくみも体験できるよ。

ひっつきむしでかおをつくろう！
ひっつきむし（植物のタネ）を専用のシートにひっつけて顔をつくります。

要受付

13:00～16:00
＜関連セミナー＞
ギャラリートーク　

標本のミカタ
ティティカカ湖の魚たち11 ㈰

画はくの日

秋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。                          

14:00～15:00

13:30～14:00 定員５組要受付

星・宇宙へのとびら～秋の星空案内～

ハロウィン★クイリング
細長い紙をくるくる巻いて、ハロウィンの
モチーフをつくろう︕　　　　　　　　　　　　13:30～14:00

17 ㈯ 定員５組要受付

要受付

星・宇宙へのとびら
画はくの日

検索ひとはく
　

11 月のイベント案内は、裏面をごらんください。
※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。

丹波の恐竜たてばんこづくり
13:30～14:00

31 ㈯ 定員5組要受付
参加費100円

くわしくは 17 ㈯ の同タイトルをごらんください。

ハロウィン★クイリング

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。

参加費100円

南米のティティカカ湖は、アンデス山脈の中腹にある神秘的な
湖です。そこには、固有種を含む多くの魚類が生息します。本
セミナーでは、そんな珍しい魚たちについて、標本を使ってお
話しします。　　　　　　　　

　( 全６回）

パーツを組み合わせて、丹波竜の時代のジオラマ
カードをつくろう︕　　　　　　　　　　　　

定員各回4組
参加費300円

定員各回6組
対象：小学生以上
参加費100円当日抽選

定員6組
対象：小学生以上
参加費100円当日抽選

当日抽選

要受付 当日10:00から 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。

定員6組
対象：小学生以上

当日抽選

①13：00 ～
②15：00 ～ 定員各回10名

対象：小学生以上

２階企画展示室

検温にご協力

ください

手指の消毒に

ご協力ください

ギャラリートーク
                                                                                                                                                                                                                                                                            ティティカカ湖の魚たち

えんがわミュージアム
公園いきものみっけ！

キッズサンデー

イベント スケジュール
2020 兵庫県立 人と自然の博物館2020 兵庫県立 人と自然の博物館

月
10

        ひょうごの草原
～人が育んだ草原と生き物の歴史～

期間 10/10（土）～ 2021 年 1/7（木）　　　2階企画展示室

展示特別企画

兵庫県内SSH高校生ポスター展示
期間 9/10（木）～ 10/7（水）　　　　3階オープンギャラリー

展示特別企画

参加費100円

        植物画展「いのちの輝き」
　　　　　　　　　田地川和子教室作品

期間 10/10（土）～ 2021 年 1/7（木）3階オープンギャラリー

ミニ企画展



　※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。

月11 イベントスケジュール
2020  兵庫県立 人と自然の博物館2020  兵庫県立 人と自然の博物館
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パーツを組み合わせて、丹波竜の時代のジオラマカードをつくろう︕

1 ㈰ キッズサンデー

土を調べてみよう
植物が生えている土は、どうなっているかな︖
土を掘って調べてみましょう。

どんぐりコロコロ
どんぐりを転がしてあそぼう︕

そとはく
移動博物館車「ゆめはく」体験

そとはくビンゴ

「ゆめはく」で、ひとはくキャラバンの定番ニュー
「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。

どんぐりとどんぐりむし
穴のあいたどんぐりを探して、どんぐりむしを見つけよう︕
　　　　　

丹波の恐竜たてばんこづくり

はんこバッグ
キノコやドングリのはんこをおして、
秋の紙バッグをつくろう︕　　　　　　　　　　　　13:30～14:30

14 ㈯

赤や黄のはっぱをさがそう
深田公園で秋の赤や黄の葉っぱをさがそう︕　　　　13:00～14:00

鳥の缶バッジ
10:30～16:00

※ 11:30～13:00 は 昼 休 憩
身近な鳥の絵に色をぬって自分だけの缶バッジをつくろう！  

参加費100円
定員100名21 ㈯

15 ㈰

10:30～16:00

3 ㈫ 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。 

7 ㈯

13:00～16:00

13:30～14:00

8 ㈰

画はくの日～水の流れを描こう～

くるくる回って落ちる種子を観察しよう！13:30～15:00

くるくる回って落ちる種子の様子を、下から風が吹く透明パイ
プの中に落として観察しよう︕カエデ、イヌシデ、マルバアオ
ダモ、ツクバネウツギなど種類によって回り方が違って面白い
ですよ。        

標本のミカタ タネの世界
植物は子孫をタネ ( 種子・果実 ) の形で次世代へと残していき
ます。タネを遠くへ運び、次世代を残すための工夫などに焦点
を当てて、紹介します。       　　　　　                                      

定員各回3組要受付
参加費100円
　( 全 4 回）

●先着順に整理券配布 ※11:30～13:00 は昼休憩

定員５組要受付

くわしくは 21 ㈯の同タイトルをごらんください。

鳥の缶バッジ
10:30～16:00
28 ㈯

大地に水を浸み込ませよう
「知ろう！学ぼう！総合治水展」関連オープンセミナー
として、治水についての模型実験を行います。　　　13:00～13:30

29 ㈰ 定員10名要受付

くわしくは 3 ㈫の同タイトルをごらんください。
とっても簡単！化石のレプリカづくり

ダンゴムシにふれてみよう
10:30～16:00

14:00～15:00

23 ㈪
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休館日

休館日

※詳しくは下記をご覧ください
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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

えんがわミュージアム  15

 22

 1

 29

30休館日

くるくるとぶタネ
くるくる回って落ちる
種子を観察しよう！

はんこバッグ
※詳しくは下記をご覧ください
ドリームスタジオフェスタ

関西文化の日
（観覧料無料） 関西文化の日

（観覧料無料）

鳥の缶バッジ 赤や黄のはっぱをさがそう

大地に水を浸み込ませよう鳥の缶バッジ
ダンゴムシにふれて
みよう

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

休館日

画はくの日

15
（日）

14
（土）

3
（火）

観覧料無料

アンモナイト石けんをつくろう！ 要受付

　( 全６回）

定員各回4組
参加費300円

要受付 当日10:00から 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。

公園あそびをもっと楽しくするグッズの貸し出しコーナーや工作ブース
などが「ホロンピアホール」前に出現します。テーブルとイスでくつろぐ
休憩コーナーもあります。自由な過ごし方で、ぜひ、お楽しみください。

アンモナイトのシリコン型に石けん素材を流し込み、
アンモナイト化石のレプリカを作製します。
石けんが固まって完成するまでに約３０分を要します。

教育・文化週間に係る
無料入館日

標本のミカタVol.7
タネの世界

えんがわミュージアム 
ドリームスタジオフェスタ

※コロナ予防対策により規模の縮小・中止の可能性があります。

合同開催        

キッズサンデー

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︕　　　　　　　　　　13:30～14:00

定員５組要受付

「知ろう︕学ぼう︕総合治水展」関連オープンセミナー
雨はどこに流れるでしょう︖水の流れを描いてみよう︕       
　　　　　                                      　　　　　

兵庫県などのいろいろなダンゴムシの仲間を観察します。

22 ㈰

        ひょうごの草原
～人が育んだ草原と生き物の歴史～

期間 10/10（土）～ 2021 年 1/7（木）　　　2階企画展示室

展示特別企画

        植物画展「いのちの輝き」
　　　　　　　　　田地川和子教室作品

期間 10/10（土）～ 2021 年 1/7（木）3階オープンギャラリー

ミニ企画展

総合治水展
期間11/3（火）～ 12/13（日）　4階ひとはくサロン

ミニ企画展

要受付
定員５組
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