
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

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）

受付10:00〜

    ※⼩学2年⽣以下は保護者同伴   ※11:30 〜 13:00は昼休憩

※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。

６㈯
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9 月のイベント案内は、裏面をごらんください。

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

8/7( 日 ) は
11:00～・1５:00～

月曜日（祝日の場合はその翌日）休館日
10:00～17:00 (入館は16 : 30まで)開館時間

20 ㈯

21 ㈰

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

28 ㈰

27㈯

7㈰
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

※家族でご参加ください。

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

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

パネルシアター
｢じごくのそうべえ｣
｢ブレーメンの⾳楽隊｣
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

定員20名さがそう夏の花
深⽥公園で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〜

葉っぱのこすりだしで
ミニ図鑑をつくろう
葉っぱのこすりだしをして、葉のフチや葉脈をくわ
しく調べます。⾒つけた特徴を書き込んでミニ図
鑑を作ってみよう︕

10:30〜11:30

※⼩学3年〜6年⽣限定

ダンゴムシにふれてみよう

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。

13:00〜14:20 受付12:00〜 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

あなあなてんてん
はっぱに「あな」をあけたり、むしさんの「てんてん」
をさがしたり…
4 つのワークショップがたのしめるよ。むしさん と 
はっぱ とあそんでみよう︕
                           推奨年齢︓0〜6歳 ※保護者同伴でご参加ください。

10:30〜14:00 当⽇会場へ

受付10:00〜

11(⽊・祝)〜15(⽉)

ひとはく探検隊「ひとはくの妖怪さがし」
妖怪はどんな場所に潜んでいるかな︖危ない場所、
暗い場所︖ ⼈や動物、植物の姿をしているかも︕
ひとはくや植物の姿をしているかも︕ひとはくや
深⽥公園に現れそうなオリジナルの妖怪をみんな
で考えてみよう︕   

13:00〜14:00
定員5組

高田研究員

受付10:00〜

花ぬりえ
季節の花を観察しながら、塗り絵を楽しみま
しょう。

14:30〜16:00 当⽇会場へ

黒田研究員

定員6組ひょうごの妖怪
〜カッパ⼤⾏進〜
みんなでカッパに変⾝して、おどったり
⾏進しよう︕

13:00〜14:00 受付10:00〜

大平研究員

    ※⼩学2年⽣以下は保護者同伴

花粉を顕微鏡で観察しよう
花粉はどんな形をしているでしょう。
花から花粉を取り出して顕微鏡で拡⼤して観察
しよう。

10:30〜11:30 受付10:00〜

定員5名

※⼩学3年〜6年⽣限定

モールで恐⻯をつくろう︕
カラフルなモールで恐⻯をつくってみましょう︕
   

13:30〜14:00
定員5組 参加費100円受付10:00〜

川のおさかな釣りセット
上流・中流・下流どんな⿂が
どんなエサでつれるかな︖

13:30〜14:00 定員5組

参加費100円

受付10:00〜

半田研究員

定員10名

8月15日(月)は開館します。

11（⽊・祝）

※家族でご参加ください。

※家族でご参加ください。

きょうりゅう万華鏡づくり
分光シートを使って、キラキラ
光る万華鏡をつくろう︕   

13:30〜14:00
定員5組

受付10:00〜

参加費100円
※家族でご参加ください。

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〜

※家族でご参加ください。

※家族でご参加ください。

※家族でご参加ください。

受付12:45〜⽜乳パックで万華鏡︕

⽜乳パックで万華鏡をつくろ
①13:00〜 ②14:00〜

定員各回7組
参加費300円

13:00〜15:00

※家族でご参加ください。

定員のあるものは先着順となります。
定員になり次第受付を終了します。
詳細についてホームページでご確認ください。

半田研究員

月8



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

3㈯
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※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。

定員のあるものは先着順となります。
定員になり次第受付を終了します。
詳細についてホームページでご確認ください。

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

休館日 月曜日（祝日の場合はその翌日）
開館時間   10:00～17:00（入館は 16 : 3 0 まで）

18 ㈰

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9

4 ㈰

ひとはくストラップづくり
ひとはくの標本のぬり絵をストラップにしよう︕

10:30〜16:00 参加費100円定員100名

※⼩学2年⽣以下は保護者同伴   ※11:30 〜13:00は昼休憩

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

定員20名さがそう秋の花
深⽥公園で初秋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〜

イベント スケジュールイベント スケジュール

受付10:00〜

24 ㈯
解説︕
篠⼭層群の⽣き物たち
本館 2 階と 3 階の恐⻯関係の展⽰、恐⻯
化⽯のクリーニング作業が⾏われている
恐⻯ラボを案内します。

13:00〜13:30
当⽇会場へ

池田研究員

どうぶつビンゴ
兵庫にはどんな動物がすんでいるかな︖
クイズやビンゴで楽しく動物のことを知ろう︕

13:30〜14:00 定員5組受付10:00〜

※家族でご参加ください。

きょうりゅう⾻パズル
⼤きな丹波の恐⻯（タンバティタニス）の⾻パズルを
みんなで完成させよう︕

13:30〜14:00 定員5組受付10:00〜

※家族でご参加ください。

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

    ※⼩学2年⽣以下は保護者同伴   ※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）

受付10:00〜

19（⽉・祝）

25 ㈰
紙トンボづくり

⽵トンボの⽵の代わりに、⽜乳パックを使ってよく
⾶ぶ紙トンボを作ります。

①13:00〜 ②14:00〜
定員各回7組
参加費200円

13:00〜15:00 受付12:45〜

ドングリの
⾚ちゃんをさがそう︕
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︕

13:00〜14:00

高野研究員

定員5組受付10:00〜

※家族でご参加ください。

※家族でご参加ください。

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

※家族でご参加ください。

23（⾦・祝）

⾝近なバッタの⾒分け⽅
深⽥公園で観察できるバッタ類について、
⾒分け⽅を伝授します。

13:00〜13:30

中濵研究員

当⽇会場へ

10 ㈯
画はくの⽇13:30〜 14:00 定員５組

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。

受付10:00〜

1１㈰

※家族でご参加ください。

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〜

※家族でご参加ください。

定員20名13:00〜
封⼊標本をつくってみよう︕
⾃然を封⼊しよう︕ 受付12:45〜 参加費500円

※家族でご参加ください。

17 ㈯

花ぬりえ
季節の花を観察しながら、塗り絵を楽しみま
しょう。

14:30〜16:00 当⽇会場へ

黒田研究員

定員５組受付10:00〜

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

※家族でご参加ください。

恐⻯時代の⽣きものに⾊をつけよう13:30〜14:00
詳しくは 17 ⽇㈯の同タイトルをごらんください。

アメリカアメリカ　　マストドン
　　マストドン

アメリカ　　マストドン
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