
18 ㈯
きょうりゅうタペストリー
みんなで⼤きな⼤きな恐⻯のタペストリーをつく
ります。 

13:30〜14:00 要受付 定員5組

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

検温実施に
ご協力ください

　　　　　　　　　　　入館料
　　大人　　　大学生　   70歳以上　 　高校生以下
　   200円　　  150円　 　100円　            　無料

4 ㈯

発⾏︓2022 年 5 ⽉
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7 月のイベント案内は、裏面をごらんください。

要受付
当日10:00から 4階インフォメーションにて受付開始、
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。

展示解説
【平日】14:00 ～【土･日･祝】11:30 ～
【所要時間】20分　【場所】 各展示コーナー

デジタル紙芝居
【土･日･祝】11:00 ～・14:30 ～
【所要時間】15分【場所】3階アースシアター

6/5( 日 ) は
11:00～・1５:00～

月曜日（祝日の場合はその翌日）休館日
1 0 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0（入館は 16 : 3 0 まで）開館時間

11 ㈯

12 ㈰

けんちくかの⽇13:00〜14:00
詳しくは 11 ⽇㈯の同タイトルをごらんください。

企画展

6/4( 土） ～7/31( 日）
３階ひとはくギャラリー

植物とアート
　　　～蒲公英と羊歯～　　　

第２部 羊歯

ミニ企画展
知ろう！学ぼう！
総合治水展

5/14( 土） ～6/12( 日）
4階ひとはくサロン

19 ㈰

⼆次元コードを
読み取って
ひとはくのＨＰへ
アクセスしてね︕

ひとはくは 30周年を迎えます

月6

26 ㈰

25 ㈯

企画展「植物とアート〜蒲公英と⽺⻭〜 
第 2 部︓シダ」について、研究員が解説し
ます。

定員10名程度

鈴木研究員

｢植物とアート｣展⽰解説11:00〜11:30
当⽇会場へ

七⼣祭りにおいで

七⼣飾りを作って、笹に飾ろう︕
①13:00〜 ②14:00〜

定員各回7組
参加費200円

13:00〜15:00

5 ㈰
ひとはく⽸バッジづくり
ひとはくの標本を⽸バッジに
しよう︕

10:30〜16:00

※11:30〜13:00 は昼休憩
参加費100円定員100名

アオザ
アオザメ
アオザメ
アオザメ

ツキノワグ
マ

タンバティタニス
タンバティタニス
タンバティタニス
タンバティタニス

えんがわミュージアム
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、テーブルとイスでくつろぐ休憩コーナー
が、「ホロンピアホール」前に出現します。

11:00〜15:00 当⽇会場へ

詳しくは 4 ⽇㈯の同タイトルをごらんください。
13:30〜14:00 あじさいペーパークイリング

あじさいペーパークイリング
細⻑い紙をくるくる巻いて、あじさいの
モチーフをつくろう︕   

13:30〜14:00
定員5組
要受付

おやさいクレヨンってなあに︖
おやさいクレヨンを使った新しい
お絵かき体験です。

13:00〜15:00
要受付①13:00〜 ②14:00〜

衛藤研究員

定員各回4組

きょうりゅうタペストリー13:30〜14:00
詳しくは 18 ⽇㈯の同タイトルをごらんください。

13:00〜14:00 クモをさがそう
⾝近なクモを探しに⾏こう︕

定員5組要受付

山﨑研究員

パネルシアター｢みつばちマーヤ｣
⼤きなパネルを使った楽しいはりえの
お芝居です。

14:00〜14:30 当⽇会場へ

花⼯房

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。

12:00〜14:00 参加費100円

●先着順に整理券配布 20分毎に4組限定（全6回）
受付 11:30 〜

定員20名さがそう夏の花
深⽥公園で初夏に咲く花を探しに
いきましょう。

11:30〜12:00

※少⾬決⾏

黒田研究員

受付 11:20 〜

受付 12:45 〜

展示解示 説
【平日】14:00 ～【土･土 日･祝日･ 】11:11:30 ～
【所要【所 時間】間 20分20分 【場場所】所 各展示展示コーナコー ー

展示解説

定員各回7組

13:00〜15:00

⽵を使って⾳をならしてみよう︕

ゲロゲロがえる ⾳の鳴る⼯作
①13:00〜 ②14:00〜 受付 12:45 〜

参加費300円

おおきくして､みてみよう
深⽥公園の草花や⾍を拡⼤装置で⼤きくして
観察します。

11:30〜14:00 当⽇会場へ

⾝近なチョウの⾒分け⽅
深⽥公園で観察できるチョウ類
について⾒分け⽅を伝授します。

13:00〜13:30 当⽇会場へ

中濵研究員

デンデンムシにふれてみよう
兵庫県などのいろいろなデンデンムシの仲間を
観察します。

13:00〜14:20
受付 12:50 〜 定員各回5組

①13:00〜   ②13:20〜  ③13:40〜  ④14:00〜

鈴木研究員

イベント スケジュールイベント スケジュール

けんちくかの⽇
みんなが住んでいる町はどんなふうに
できたのかな︖
はかせと⼀緒にミニチュアのおうちで、
まちをつくろう︕

13:00〜14:00 定員5組要受付

福本研究員

そとはく11:00〜15:00
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
当⽇会場へ

福本研究員福本研究員

模型実験で学ぶ総合治⽔
「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。

要受付 定員各回10名
①11:00〜11:30
②13:00〜13:30

三橋研究員

くさばなペンダントをつくろう
キッピー⼭のラボから草花遊びをお届け。
⼀緒につくってみよう。

11:30〜14:00 当⽇会場へ



13:30〜15:15 海の⽣き物で実験しよう
~ヤドカリ⾏動実験~

花ぬりえ

実験を通してヤドカリがどうやって宿を探すのか
等、⾏動を観察します。

季節の花を観察しながら、塗り絵を楽しみま
しょう。

18（⽉･祝）
13:00〜15:00

①13:30〜 ②14:30〜
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要受付
当日10:00から 4階インフォメーションにて受付開始、
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。

展示解説
【平日】14:00 ～【土･日･祝】11:30 ～
【所要時間】20分　【場所】 各展示コーナー

デジタル紙芝居
【土･日･祝】11:00 ～・14:30 ～
【所要時間】15分【場所】3階アースシアター

7/3(日),7/10(日)は
11:00～・1５:00～

月7 イベント スケジュールイベント スケジュール

人と自然の博物館

神⼾電鉄
フラワータウン駅

狭間が丘
5丁目

さくら橋

イオン 三田店

弥生小学校

至
三
田
駅

神戸電鉄
フラワータウン駅

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。
イオン三田店屋内(3～6F)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

県民プレミアム芸術デー
７月12日(火)～18日(月・祝)
入館料は無料です

13:00〜14:00 ⾻をみてみよう︕
いろいろな⽣きものの⾻を観察し
てみよう︕

16 ㈯
恐⻯時代の⽣きものに⾊をつけよう
ダンボールの⽴体的な恐⻯時代の⽣きものに⾊を
つけよう︕

13:30〜14:00

3 ㈰

当⽇会場へ

17 ㈰

花⼯房
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。

定員20名

12:00〜14:00 参加費100円

●先着順に整理券配布 20分毎に4組限定（全6回）

えんがわミュージアム

さがそう夏の花

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、
テーブルとイスでくつろぐ休憩コーナーが、「ホロンピア
ホール」前に出現します。

深⽥公園で初夏に咲く花を探しにいきましょう。
11:30〜12:00

11:00〜15:00

※少⾬決⾏

黒田研究員

⼆次元コードを
読み取って
ひとはくのＨＰへ
アクセスしてね︕

ひとはくは 30周年を迎えます

要受付 定員5組

31 ㈰
定員4組要受付

夏休みの⾃由研究に植物標本の作り⽅を学ん
でみよう︕

植物標本をつくってみよう︕①10:30〜11:30
②13:00〜14:00

⽣き物と触れ合おう︕
⽔辺にいる⾝近ないきもの (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。

①13:00〜 ②14:00〜
13:00〜15:00

当⽇会場へ

画はくの⽇13:30〜14:00

9 ㈯

定員各回30名
参加費 100 円

13:30〜14:00
詳しくは 16 ⽇㈯の同タイトルをごらんください。

要受付 定員各回10名

定員各回5組

27(⽔)･28(⽊)･29(⾦)

⿂類などが収められている液浸収蔵庫を
ご案内します。

液浸収蔵庫ツアー
定員先着10名

⽯こうで化⽯のレプリカをつくろう︕

⽯こうで化⽯のレプリカをつくろう︕
定員各回12名30㈯

10:30〜16:00
①10:30〜 ②13:00〜 0〜 ④15:00〜

参加費200円

10 ㈰ 要受付 定員各回12名

受付12:45〜 定員各回7組

⽴体⿂拓にチャレンジ︕
⿂の種類は当⽇のお楽しみ♪
シリコンで型を取って、⽯こう⿂拓を作ります。

①13:00〜 ②14:00〜

参加費200円

13:00〜15:00

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︕

①13:00〜 ②14:00〜 参加費100円
13:00〜15:00

受付12:45〜

受付 11:30〜

定員30名受付13:00〜
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。

星・宇宙へのとびら
〜夏の星空案内〜

受付11:20〜

とっても簡単︕化⽯のレプリカづくり
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。 

10:30〜16:00

要受付

※ 11:30〜13:00 は 昼 休 憩

参加費100円定員100名

●先着順に整理券配布 15分毎に4組限定（全16回）

パネルシアター

⼤きなパネルを使った楽しいはりえのお芝居です。

14:00〜14:30 当⽇会場へ

｢たなばた｣｢てんぐとかっぱとかみなりどん｣

詳しくは 2 ⽇㈯の同タイトルをごらんください。

⽔辺のいきものを捕ろう 要受付

23㈯

13:00〜14:00

泥だんごをつくろう︕11:00〜15:00

校庭や公園と同じ⼟で、昔なが
らの泥だんごをつくりましょう。
がんばればスベスベ・ツルツルになるよ︕

参加費100円当⽇会場へ

赤澤研究員

2㈯
画はくの⽇13:30〜14:00 定員５組要受付

標本をじっくり観察して描こう︕
⾊鉛筆など道具は貸出します。

13:30〜14:00

高橋研究員

24 ㈰
定員5組

高橋研究員

久保田研究員

高野研究員

頼末研究員

池田研究員

紙すきにチャレンジ

恐⻯時代の⽣きものに⾊をつけよう

　企画展

7/15(金） ～1/9(月･祝）

ひょうごの恐竜展
～タンバティタニスとヤマトサウルス～

要受付

要受付

深⽥公園のビオトープで⽣き物をとって
観察しよう。

受付13:00〜
※中学⽣以上
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