
※イベント内容は変更する場合があります。 ご了承ください。

8 ㈯ 画はくの⽇
13:30〜 14:00 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 〜 定員12名

※家族でご参加ください。

いろいろな⽣きものの⾻を観察してみよう︕
⾻をみてみよう︕13:00〜14:00 受付 10:00 〜 定員12名

池田研究員※家族でご参加ください。

1 ㈯
恐⻯ペーパークラフト〜タンバティタニス〜
タンバティタニスのペーパークラフトをつくろう !

13:30〜14:00

定員12名受付 10:00 〜

※家族でご参加ください。

13:00〜14:20

9 ㈰

葉っぱ・⽊の実のポストアートつくり
ポストカードサイズの台紙に、葉っぱや⽊の実を
貼り付けて、オリジナルアート作品をつくりませ
んか。

 13:00〜15:00

定員各組7名
参加費200円

受付 12:45 〜

※家族でご参加ください。

①13:00〜 ②14:00〜
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11 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

10/2㈰､10/23㈰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

15 ㈯

※少⾬決⾏

16 ㈰

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周年を迎えました

2 ㈰
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。

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

お客様へのお願い

パネルシアター
｢きゅうきゅうしゃのピポくん｣
｢さんまいのおふだ｣
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

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。

受付 12:00 〜 定員各回5組

①13:00〜   ②13:20〜  ③13:40〜  ④14:00〜

イベント スケジュールイベント スケジュール

10 （⽉・祝）

30周年ひとはく〇✖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︖    

13:30〜14:00

受付 13:20 〜 定員30名

※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。

1010月月

ひとはくストラップづくり
⾊を塗って、ひとはくオリジナルのストラップをつくろう︕ 

10:30〜16:00

※11:30〜13:00 は昼休憩

参加費200円定員100名

※家族でご参加ください。

定員５組 参加費1000円
おうちでコーヒーを焙煎しよう︕

⾝近なコーヒーをテーマに､⾃家焙煎の体験
を通じてコーヒーの⽣産国や品種、農産物
流通、⽣物多様性等について関⼼や理解を
深めます。

13:00〜14:45

衛藤研究員

受付 10:00 〜

※⼩学⽣以下は保護者同伴

三橋研究員

受付 12:45 〜どんぐりで遊ぼう︕

どんぐりストラップ・ブローチ・どんぐり釣り・どんぐり
のこま・フロッタージュ ( こすり出し）のほかにもたくさ
んの秋のイベントをご⽤意しました。楽しく「学ぶ・作る・
遊ぶ」を体験しませんか。

①13:00〜 ②14:00〜
定員各回7組
参加費100円

13:00〜15:00

※家族でご参加ください。

の
ん

22 ㈯

23 ㈰

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

森の実験〜⽊の実と葉っぱで遊ぼう〜

公園を歩いて⾒ごろの植物を観察し、森の実験に
チャレンジしましょう︕

 13:00〜15:00
定員20名 参加費100円受付 12:45 〜

コレクショナリウムギャラリートーク/そとはく/
どんぐりたいむ /Kids サンデー& エコロコおやこ /
彩⾊勾⽟をつくろう / 恐⻯⽸バッジづくり /
ダチョウの卵の殻のストラップ / えんがわ

（29 ⽇）

コレクショナリウムギャラリートーク / ヤドカリの⾏動観察と実験 /
Ohana フェス /Kids サンデー& エコロコおやこ / ミニたこづくり / 紙とんぼ /
ティラノ★ハット / チビクワガタをゲットしよう︕ / 発掘体験︕川代
トンネルの⽯を割って化⽯を探そう / 特別講演会｢ひょうごの恐⻯｣

※ 内容、タイトルが変更される場合があります。ご了承ください。

30周年ひとはく〇✖クイズ⼤会13:30〜14:00
詳しくは 15 ⽇㈯の同タイトルをごらんください。

星・宇宙へのとびら〜秋の星空案内〜
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

定員30名受付 13:00 〜

※家族でご参加ください。

海のいきもの探検
博物館に収蔵されている海の⽣き物の貴重な
標本をみてまわります。

13:00〜14:00
定員12名受付 10:00 〜

頼末研究員※家族でご参加ください。

翼⻯に⾊を付けよう︕
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 定員12名受付 10:00 〜

※出来た作品は博物館に展⽰します。 ※家族でご参加ください。

いろんなイベントがあるよ。

ミュージアム / 花ぬりえ / さがそうどんぐり / 秋の昆⾍をさがそう

詳しくは HP で
ひとはく 検索

（30 ⽇）

⼊館無料



発⾏︓2022 年 9 ⽉

2022 2022 2022 

※イベント内容は変更する場合があります。 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）

※少⾬決⾏

13 ㈰

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︕

月イベント スケジュールイベント スケジュール

受付 10:00 〜

26 ㈯

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

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

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 〜

20 ㈰

23（⽔・祝）

※家族でご参加ください。

     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～

11

 ３ （⽊・祝）

定員20名
⾵に乗って⾶ぶタネの模型をつくろう

⾵に乗って⾶ぶタネの模型を作って
実際にとばしてみよう︕ 作品はお持ち帰り OK ︕

13:30〜14:00
受付 13:00 〜

石田研究員

5 ㈯

※家族でご参加ください。

6 ㈰
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

受付 10:00 〜

12 ㈯

新植物収蔵庫⾒学ツアー
新しくなった植物標本収蔵庫をご案内します。

受付 10:00 〜
定員各回10名①10:30〜11:00     ②13:30〜14:00

受付 13:00 〜

高野研究員

受付 12:45 〜 定員各回7組

でんでんと⾳のなる、昔ながらのおもちゃを作ってみよう︕
①13:00〜 参加費300円

13:00〜15:00 でんでん太⿎つくり
②14:00〜

※家族でご参加ください。

ダンゴムシをさがそう
ひとはく周辺のダンゴムシを探してみよう︕

13:00〜14:00 受付 10:00 〜

鈴木研究員

定員12名

27 ㈰

とっても簡単︕化⽯のレプリカづくり10:30〜16:00
詳しくは3⽇ (⽊・祝) の同タイトルをごらんください。

19 ㈯

10:00〜17:00
標本のミカタ
ノミ博⼠が集めた世界の昆⾍コレクション
ノミ類の研究で世界的に有名な阪⼝浩平⽒（元京都⼤
教授）が集めた標本を紹介します。

当⽇会場

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 受付 10:00 〜 定員12名

ひとはくストラップづくり

⾊を塗って、ひとはくオリジナルのストラップをつくろう︕ 

10:30〜16:00
参加費100円定員100名

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

ひとはくストラップづくり10:30〜16:00
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

詳しくは 13 ⽇㈯の同タイトルをごらんください。

14:00〜14:30 ギャラリートーク
阪⼝コレクション 当⽇会場へ

普段⾒ることのないノミ類の標本を中⼼に、
昆⾍標本を紹介していきます。 山﨑研究員

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

お知らせ

関西文化の日
１１月19日(土)・２０日(日)
入館は無料です

福本研究員

関⻄⽂化の⽇

恐⻯ペーパークラフト〜ヤマトサウルス〜
ヤマトサウルスのペーパークラフト
をつくろう !

13:30〜14:00
受付 10:00 〜 定員12名

※家族でご参加ください。

画はくの⽇〜新収蔵庫〜13:30〜 14:00
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 〜 定員12名

※家族でご参加ください。

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
①13:00〜 ②14:00〜

加くくだくだくだくだくだくだだくだくだくくだくだくくくだくくくだくだくくだくだくだくくくくだくくだくだくくくだだだだだくだくくだくくくくだだだだだだだだだだ加くくくだだだだだくくだだだだだだだだだだくくだだだくだだだだだだだだくだだくだくだだくだく さいさいい。さいさいさいさいさいさいさいいささささいいいいささささいいさいさいさいいささささいさいいさいさいささささささいいさささいさささささささいいさいさささささいささいいさいさささ

衛藤研究員

定員各回4組

※家族でご参加ください。

※家族でご参加ください。

ドリームスタジオフェスタ 2022
来て・⾒て・作って楽しもう︕
リース・トトロのブランコ・ブンブンゴマなど
博物館の先⽣のイベントも盛り沢⼭

 13:00〜15:00

※受付⽅法、定員、参加費、受講対象は当⽇各会場にてご確認ください。
布野研究員

ド
来来
リリ
博博

※受受

㈰
員

13:00〜15:00

※※

当⽇会場へ

ろ過実験コンテスト

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。

定員各回10名受付 10:00 〜

三橋研究員        ※対象︓⼩学⽣以上 ※⼩学2年⽣以下は保護者同伴 

①13:00〜 ②14:00〜
 13:00〜15:00

※⼩⾬決⾏  ※家族でご参加ください。

フズリナ⽯灰岩を磨いて観てみよう
フズリナ⽯灰岩を磨いて含まれる化⽯を
ルーペや実体顕微鏡で観察してみます。
磨いた⽯灰岩は持ち帰りできます。

参加費100円①11:00〜12:00     ②14:00〜15:00
受付 10:30 〜 受付 13:30 〜

加藤研究員

定員各回10名

        ※対象︓⼩学⽣及び中学⽣

⼊館無料

⼊館無料関⻄⽂化の⽇

⼊館無料
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