〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘6丁目 TEL: 079-559-2001（代）
開館時間・休館日

● 開館時間

10時〜17時（入館は16時30分まで）

● 休館日 月曜日
（祝日・休日の場合はその翌日）

年末年始：2020年12月28日(月)〜202１年1月2日(土）
冬期メンテナンス休館：2021年1月8日(金)〜2月8日(月)

※ 夏休み及びゴールデンウィーク期間中は休まず開館します。
交通案内

● 電車

観覧料
大

人

大学生

70歳以上

高校生以下

個

人

200円

150円

100円

無料

団

体

150円

100円

50円

無料

※ 団体は20名以上

神戸電鉄「フラワータウン」駅下車すぐ。

● バス 神姫バス三ノ宮バスターミナルから、
「学園 7丁目」
または
「関西学院大学」行きに乗車。
「フラワータウンセンター」下車すぐ。

すべてのバスは
「新神戸」駅を経由。
なお一部のバスは
「フラワータウンセンター」
に停車しませんので、必ず
「フラワータウンセンター
経由」
であることを確認してください。

● マイカー 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。
※カーナビは
「イオン三田店（旧ダイエー）Tel.079-562-4711」
もしくは
「フローラ88 Tel.079-563-1151」
で検索いただくと、駐車場も含めてわかりやす
いです。
「イオン三田ウッディタウン店」
とお間違えがないようご注意ください。

● 普通車用の駐車場はありません。近隣駐車場をご利用ください。
イオン三田店とフローラ
88の駐車場では4時間まで無料サービスがあります。観覧券（半券）
を駐車券にそえてイ

オン三田店とフローラ88の1Fインフォメーションにご提示ください。

生涯学習課(TEL:079-559-2002)までご連絡ください。

ミュージアムデビュー、しよう
毎月第１日曜日は、Kids サンデー
子どもたちが楽しく学べる

とっておきの体験プログラムが
いっぱいあるよ！

駐車場

● 大型バス専用駐車場あり。
（13台 無料 要予約）

2020

神姫バス

フラワータウン
センター バス停

博物館入口
団体バス
駐車場
（要予約）

神戸電鉄

フラワータウン駅
イオン三田店
店舗上階（３階〜６階）

P

さくら橋西

同時開催
4〜6 月
9〜11 月

2020

そとはくは、みんなと一緒に”そと”を楽しむためのプログラムです。
11:00〜15:00 エントランスホール周辺にて開催。
4月

5月

6月

9 月 10 月 11 月

5 日（日） 3 日（日祝） 7 日（日） 6 日（日） 4 日（日） 1 日（日）

4月

5 日（日）

10:30-11:30

ツクシとスギナ [50名]

13:00-15:00

よく回る風車つくり [50名 ¥200]

13:45-14:15

解説！丹波の恐竜化石

13:00-15:00
13:30-14:00

7月

5 日（日）

4 日（日）

3 日（日）

チビゲンゴロウをみつけよう [50名]

13:30-14:00

フロアスタッフとあそぼう：アクアリウム[20名 ¥300]

14:30-15:00

パネルシアター: たなばた・てんぐとかっぱとかみなりどん

13:00-14:00

10:30-11:30

チャレンジ！トンボとり [100名]
はかせと学ぼう！
：ろ過実験コンテスト [20名]

15:15-16:00

ひっつきむしでかおをつくろう！[30名]

13:00-15:00

13:00-16:00

1 日（日）

毎回

おはしの木材を観察しよう [12名]

ひとはくのお正月〜日本の昔あそび〜

10:30-11:30

タンポポの花を分解してみよう [12名]

チャレンジ！セミとり [100名]

13:30-14:00

フロアスタッフとあそぼう：うちわづくり [20名 ¥200]

15:15-16:00

くるくるまわるタネのもけいをつくろう！[30名]

10:30-11:30

どんぐりとどんぐりむし [50名]

13:30-14:30

きらきら光る火山灰を観察しよう [12名]

土を調べてみよう [10名]

とっても簡単！化石のレプリカづくり [200名 ¥100]
幼児〜低学年（推奨 ※1 ）
出入り自由

服装など

屋外で実施、
または、館内で集合後、屋外へ行きます。動きやすい服装でご参加ください。

※1

● 第3日曜日

● 第２日曜日

● 土・日・祝日

6 日（日）

10:30-11:30

13:00-14:00
13:00-15:00
13:00-15:00

12 月

6 日（日）

11:30-11:50 フロアスタッフの展示解説

3月

7 日（日）

10:30-11:30

5月〜12月
（13:00〜16:00）
：収蔵資料を用いた演示企画「標本のミカタ」
があります。

フロアスタッフによる体験型プログラムがあります。 ● 研究員による専門的なセミナー多数（事前申込）

チャレンジ！バッタとり [100名]

しゃぼん玉 [30名 ¥100]

バッタを解剖してみよう [12名]

牛乳パックでおしゃれ小物入れつくり [20名 ¥200]
解説！丹波の恐竜化石

赤い葉っぱをさがそう！[30名]

★

11:00-15:00

まちの模型を使った洪水の水理実験

13:00-15:00

はかせと学ぼう！
：アンモナイト石けんをつくろう！[60名 ¥300]

13:00-15:00

松ぼっくりのクリスマスツリーつくり [30名 ¥300]

13:00-15:00

コガネムシを分解してみよう [10名]

15:15-16:00

葉っぱぐるぐるをつくろう！[30名]

10:30-11:30

13:00-15:00

パネルシアター: あわてんぼうのサンタクロース・十二支のはじまり

星のような形の草をさがそう！[30名]

葉の気孔を顕微鏡で観察しよう [12名]

13:00-15:00

プチ・むしむしたいけん

15:15-16:00

まつぼっくりでけん玉をつくろう！[30名]

フロアスタッフとあそぼう：恐竜・ハット [20名 ¥300]

プログラムは変更・追加されることがあります。

場所・講師などの詳細は、
ホームページでご確認ください。

毎月
（13:00〜15:00）
：館内にて、NPO法人人と自然の会による体験型プログラム
「ドリームスタジオ」
があります。

ツバメの形をした紙ヒコーキをつくろう！[30名]

キラキラなムシのかざりをつくろう！[30名]

13:30-14:00

4月〜７月と９月〜11月
（11:00〜15:00）
：深田公園（本館1階出入口前）
にて、研究員によるオープンセミナー「えんがわ
ミュージアム」
があります。
（1階出入口からの再入館は11:30〜14:00）

竹のゲロゲロガエルつくり [30名 ¥200]

フロアスタッフとあそぼう：昆虫の工作 [20名 ¥100]

15:15-16:00

定員のあるものは、推奨年齢の子どもたちを優先します。※2 対 象 年 齢 以 外の方は、見 学のみとなります。
10時から4階インフォメーションで先着受付 その他は開始時間に指定場所に集合

木の化石を観察しよう [12名]

フロアスタッフとあそぼう: くるくるとぶタネ [20名]

14:30-15:00

11:00-11:15／15:00-15:15 デジタル紙芝居（内容は毎月変わります）

バッタの赤ちゃんをみつけよう [50名]

どろどろ泥だんごをつくろう！[¥100]

13:30-14:00
13:45-14:15

どんぐりコロコロ [30名]

（「そとはく」
のみの場合は不要）
¥ ￥記載のないものは無料です。大人の方は、観覧料が必要です。

Kidsサンデーだけじゃないよ

13:00-15:00

15:15-16:00

フロアスタッフとあそぼう: 丹波の恐竜たてばんこづくり
[20名 ¥100]

博物館は、1月8日
（金）〜２月8日
（月）
まで、冬期メンテナンス休館します。

参加方法

11:00-15:00

13:30-14:00

パネルシアター: じごくのそうべえ・ブレーメンの音楽隊

葉っぱ・木の実のポストアートつくり [30名 ¥100]

10:30-11:30

13:00-15:00

9月

どろどろ泥だんごをつくろう！[¥100]

13:00-15:00

7 日（日）

葉っぱぐるぐるをつくろう！[30名]

11:00-15:00
13:00-14:00

6月

パネルシアター: きゅうきゅうしゃのピポくん・さんびきのこぶた

２月の Kids サンデーは、お休みです

凧づくり・こままわし・羽根つき・お手玉

対象年齢

参加費

紙トンボつくり [50名 ¥100]

14:00-16:00

ひとはく探検隊: チビクワガタをゲットしよう
[100名]

3〜6年生限定 ※2

13:00-15:00

13:00-15:00

13:30-14:00

パネルシアター: さるかにがっせん・さんまいのおふだ

開始10分前から会場前で先着受付

とっても簡単！化石のレプリカづくり [200名 ¥100]

14:30-15:00

11 月

鳥のふしぎ [12名]

13:00-15:00

10:30-11:30

2 日（日）

解説！丹波の恐竜化石

はねる生きもののおもちゃをつくろう！[30名]

13:00-14:00

8月

春のお花をみつけよう！[30名]

10:30-16:00

15:15-16:00

葉っぱをくわしく見てみよう [12名 ¥100]

15:15-16:00

10:30-11:30

14:30-15:00

10:30-11:30

13:00-15:00
ひとはく
おみくじ

フロアスタッフとあそぼう：恐竜・ハット [20名 ¥300]
パネルシアター: はらぺこあおむし・みつばちマーヤ

14:30-15:00

1月

3 日（日祝）

14:30-15:00

13:45-14:15

10 月

5月

花粉を顕微鏡で観察しよう！[12名]

カフェ＆そとはくビンゴ／移動博物館車「ゆめはく」体験（13:00〜15:00）

一週間前に、
ホームページでご確認ください。
ひとはくキッズ

検索

キッピー山のラボ
（三田市有馬富士自然学習センター）
小さな子どもたち向けの展示やプログラムがいっぱい。

ひとはくから車で約15分、県立有馬富士公園内。

開館: 9:00-17:00 入館無料。有馬富士公園駐車場無料。

