
5 月のイベント案内は
裏面をごらんください
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えんがわミュージアム

発行︓2021年 3月

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

ひとはく研究員展 2021

ひらひらギフチョウ

画はくの日

ひとはく缶バッジづくり
ひとはく缶バッジづくり寄生植物をさがせ︕

星・宇宙へのとびら
~春の星空案内~

画はくの日

花工房

タンポポの
ボトルフラワーをつくろう︕

「さとやま」の中を歩こう

春の花をさがそう

よくまわる風車づくり
たんぽぽペーパークラフト

楽しい草あそび
ひとはく宝さがしラリー

たんぽぽペーパークラフト

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

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

検温にご協力
ください

手指の消毒に
ご協力ください

13:30～14:00 植物標本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。       

10 ㈯ 画はくの日
　　～植物標本を描いてみよう～

13:00～16:00

13:30～14:30

11 ㈰

13:30~14:00

定員５組要受付

サトイモ科テンナンショウ属は、マムシグサという別名が示すとおり、
蛇が首をもたげたような独特の形をした花をつける植物です。兵庫
県産を中心にテンナンショウ属標本を約30種50点、展示します。
　　　　　　　　　　　　　　　

標本のミカタ「テンナンショウの世界」について、ゲストに
テンナンショウ属の専門家、小林禧樹氏をお呼びし、解説します。

標本のミカタ　テンナンショウの世界

画はくの日
　　～植物標本を描いてみよう～

くわしくは 10 ㈯の同タイトルをごらんください。

ギャラリートーク
～兵庫県産テンナンショウ属植物について～ 定員10名10分前受付

楽しい草あそび

ひとはく宝さがしラリー

博物館周辺に生えている身近な植物を使って草遊びを
します。遊びながら春の植物がどんな姿をしているか
観察してみましょう。　　　　　　　

ひとはくのお宝をみつけだし、ナゾをとこう︕

13:00～13:30

13:30～14:00

17 ㈯

定員５組要受付

定員20名10分前受付

タンポポのボトル
フラワーをつくろう︕

13:00～15:00

ガラスの瓶の中に、乾燥材を使ってかわいい
タンポポのドライフラワーをつくります。  

花工房

13:00～13:30

12:00～14:00

13:00～15:30

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。
春の花をさがそう
深田公園で春の花を探しにいきましょう。

1 階出入口付近にて
開催します。

えん
がわ

参加費300円
15 分前受付

定員各回6組

定員５組要受付

定員20名10分前受付

「さとやま」の中を歩こう
博物館から徒歩 20 分のブイブイの森（南公園）
を散策します。※雨天中止　　　　　　　　　　

※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。
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人と自然の博物館

神戸電鉄
フラワータウン駅

5丁目

狭間が丘
5丁目
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イオン 三田店

弥生小学校
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神戸電鉄
フラワータウン駅

文

13:30～14:00
かわいいたんぽぽのペーパークラフトをつくって、
花をさかせましょう︕

24 ㈯ たんぽぽペーパークラフト 定員５組要受付

13:00～15:00
２枚の折り紙を使って作った風車をつけて
完成させます。

25 ㈰ よくまわる風車づくり

たんぽぽペーパークラフト13:30～14:00
くわしくは 24 ㈯の同タイトルをごらんください。

29 ㈭ ひとはく缶バッジづくり

寄生植物を探せ︕13:00～13:30

14:00～15:00

10:30～16:00 ※ 11:30～13:00 は 昼 休 憩
ひとはくの標本を缶バッジにしよう︕  参加費100円

定員100名

博物館周辺で寄生植物ヤセウツボを観察します。どこ
にどんな風に生えているか一緒に探しに行きましょう。

定員20名10分前受付

15分前受付星・宇宙へのとびら～春の星空案内～
定員先着30名春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。

イベント スケジュール
2021 兵庫県立 人と自然の博物館2021 兵庫県立 人と自然の博物館

検 索ひ と は く

〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘 6 丁目
☎: 079-559-2001 

ひらひらギフチョウ
春の女神ギフチョウのペーパークラフトをひらひら
させよう︕　　　　　　　　　　　       　　　　　

13:30～14:00

3 ㈯ 要受付 定員5組

11:00～15:00

てんとうむしをゲットしよう︕
そとはく

10:30～14:20つくしさんぽ♪
おおきくして、みてみよう︕

13:30～15:00花粉を顕微鏡で観察しよう
13:30～14:00ひらひらギフチョウ
14:00～14:30パネルシアターとハーモニカ演奏

10:30 ～14:20

※受付時間はHPにてご確認ください
キッズサンデー4 ㈰

30 ㈮ ひとはく缶バッジづくり
くわしくは 29 ㈭の同タイトルをごらんください。

推奨年齢︓幼児～小学校低学年

対象年齢︓小学 3 年～ 6 年生限定

推奨年齢︓幼児～小学校低学年 定員各回5組
全3回

定員各回50名
全3回

定員各回4組
全2回
定員5組

標本のミカタ

公園あそびをもっと楽しくするグッズの貸出コーナー、
テーブルとイスでくつろぐ休憩コーナーが出現します。

えんがわミュージアム
11:00～15:00

18 ㈰

ミニ企画展
期間 2/11（木祝） ～ 5/29（土）　　　　　　　2階企画展示室

六甲山のキノコ展 2021

        田地川和子植物画個展
期間 4/24（土）～ 6/20（日）　　　3階オープンギャラリー

ミニ企画展

期間 2/9（火） ～ 4/18（日）　　　　　4階ひとはくサロン
ミニ企画展

参加費100円定員各回4組10分前受付 全6回

全2回

定員6組15分前受付 全2回

①10:30~10:50
②15:40~16:00

ギャラリートーク
兵庫県産テンナンショウ属植物について

参加費200円

※雨天中止　
※雨天中止　

※雨天中止　



イベント スケジュール
2021 兵庫県立 人と自然の博物館2021 兵庫県立 人と自然の博物館
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休館日

休館日 大人と子供のコケ散歩

紙トンボつくり
大地に水を浸み込ませよう

とっても簡単︕
化石のレプリカづくり

画はくの日
ギャラリートーク
水生昆虫がいなくなると
川の生態系はどうなるか︖

はかせとムシさがし

花工房
月球儀をつくろう︕

※詳しくは下記をご覧ください

キッズサンデー

 3

  25

休館日
休館日  28  29

ひとはく〇×クイズ大会

 30

休館日

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

ミニ企画展
期間 2/11（木祝） ～ 5/29（土）　　　　　　　2階企画展示室

六甲山のキノコ展 2021

パネルシアターとハーモニカの演奏14:00～14:30
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『きゅうきゅうしゃのピポくん』　『さんびきのこぶた』

2 ㈰ キッズサンデー

11:00～15:00

①10:30~10:50

対象︓小学 3 年～ 6 年生限定

1㈯・２ ㈰

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

アンモナイト
石けんをつくろう︕

プラ板づくり

えんがわミュージアム

ひとはく〇✕クイズ大会
ひとはくクイズにチャレンジ︕何問正解できるかな︖
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15 ㈯
13:30～14:00

花工房12:00～14:00
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。

公園あそびをもっと楽しくするグッズの貸出コーナー、テーブル
とイスでくつろぐ休憩コーナーが出現します。自由な過ごし方で、
えんがわ時間を楽しんでくださいね。

くわしくは 1５㈯ の同タイトルをごらんください。
13:30～14:00 ひとはく〇✕クイズ大会

月球儀をつくろう︕13:00～15:00
参加費200円

15分前受付 定員各回7組

えんがわミュージアム 1 階出入口付近にて
開催します。

定員40名

発行︓2021 年 3 月

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

  31

楽しい草あそび

オスとメスを比べてみよう
プラ板づくり

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。 

●先着順に整理券配布 15分毎に3組限定（全16回）

とっても簡単︕
化石のレプリカづくり

定員100名 参加費100円
※ 11:30～13:00 は 昼 休 憩

10:30～16:00

要受付

11:00～15:00

５㈬ アンモナイト石けんをつくろう︕

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。
　　　　　　　　

要受付

定員各回4組
参加費300円

13:00～15:00
●先着順に整理券配布 20分毎に4組限定（全6回）

月球儀をつくってみよう︕

おおきくして、みてみよう︕
拡大装置で生きものを大きくして見てみます。
海のいきものたいけん
磯にはおもしろい いきものがいっぱい︕
さわって観察してみよう︕

あおむしけむし、こんにちは
草木の若葉には、いろんな あおむしやけむしがいるよ。
つかまえてみよう︕ さわってみよう︕※雨天中止　　　
　

13:30～15:00タンポポの花を分解してみよう︕
タンポポの花を分解して花のつくりを観察します。
　　　　　　　　　　　　　

10:30～14:00 定員各回15名

10:30～14:20

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。※雨天中止　　　　

定員各回4組

②15:40~16:00

そとはく

　推奨年齢︓幼児～小学校低学年

　推奨年齢︓幼児～小学校低学年

※受付時間は HP にてご確認ください

画はくの日 ~水生昆虫を描いてみよう~
水生昆虫の標本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。

８㈯
13:30～14:00

定員5組

13:30～14:00

13:30～14:00 画はくの日
くわしくは８㈯ の同タイトルをごらんください。

～水生昆虫がいなくなると川の生態系はどうなるか︖～

９㈰

10分前受付

顕微鏡で水生昆虫の写真を撮ることができます。　
生きた水生昆虫の呼吸の様子などを観察できます。
 　　                        　　　　　　　　　　　　　　　

定員10名

標本のミカタ川にすむ水生昆虫

＜関連セミナー＞ギャラリートーク　

13:00～16:00
河川に生息する水生昆虫は、流れの速い場所や落ち葉の溜まった場所、
肉食や藻を食べる昆虫など、暮らし方に応じて様々な形が見られます。
一般的な標本約100種のほか、生きた水生昆虫も顕微鏡で観察できます。

 　　                        　　　　　　　　　　　　　　　
 　　                        　　　　　　　　　　　　　　　

要受付

16 ㈰

全3回

全2回

標本のミカタ

        田地川和子植物画個展
期間 4/24（土）～ 6/20（日）　　　3階オープンギャラリー

ミニ企画展

総合治水展
期間5/15（土）～ 6/13（日）　　　　　4階ひとはくサロン

ミニ企画展

参加費100円定員各回4組10分前受付 全6回

全2回

はかせとムシさがし
深田公園で春の虫をさがしてみよう !13:00～14:00

22 ㈯ 要受付 定員5組

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。

13:00～14:00 要受付

紙トンボつくり
牛乳パックを使って、よく飛ぶ紙トンボを作ります。
　　

13:00～15:00

大人と子供のコケ散歩
ルーペ片手に、コケ植物の魅力を感じてみませんか。
博物館周辺に生えているコケを探しながら観察し
ます。はじめての方、歓迎です。　　　　　　　

11:00～12:30

プラ板づくり
標本モチーフのプラ板をつくろう︕　　　         13:30～14:00

29 ㈯

参加費100円
15分前受付

23 ㈰

定員各回6組

10分前受付 定員15名

くわしくは 29 ㈯の同タイトルをごらんください。
13:30～14:00

30 ㈰ 楽しい草あそび
13:00～13:30

13:30～14:10

プラ板づくり

博物館周辺に生えている身近な植物を使って草遊びを
します。遊びながら春の植物がどんな姿をしているか
観察してみましょう。　　         　　　　　　　　　

10分前受付

オスとメスを比べてみよう
オスとメスは、同じ環境に棲んでいても姿形が違います。
この講座では「オスとメスの違い」に注目しながら、昆虫
や動物の標本を観察します。その後、なぜオスとメスの
姿形が違うのか、どんな法則が見られるのかを考えます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

10分前受付 定員20名

定員5組

要受付 参加費100円定員7組

定員20名

全2回

定員各回50名
全3回

えん
がわ
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