
小さな化石さがし

＆レプリカづくり

定員各回 15 名

参加費 100 円 / 名（2歳以上）

12:30 ～ 13:30

対象 未就学児
深田公園

虫あみ・カゴ持参

小学 3年生以下保護者同伴。保護者の方も参加費が必要。

（兵庫県立人と自然の博物館）

参加費 100 円

（兵庫県立人と自然の博物館）

解説！丹波の恐竜化石

菊池直樹

13:45 ～ 14:15
3 階恐竜化石展示室・恐竜ラボ

（兵庫県立人と自然の博物館）

かいせつ たんば きょうりゅうかせき

主催：こども☆ひかりプロジェクト

①11:00 ②12:00
③14:00 ④15:00

（国立淡路青少年交流の家）

自然の物を使って

オリジナルオブジェを創ろう

 スペシャル
!

2015

2015 年 11 月 1 日（日）　11：00 ～ 16：00

兵庫県立 人と自然の博物館
入館には観覧料が必要です（中学生以下は無料）。

参加費が必要なプログラムもあります。（　　マーク）

in ひとはく

日時

場所 参加費

（NPO 法人こどもとむしの会）

秋のむしむしたいけん

協力：兵庫県立人と自然の博物館

キッズKidsサンデー

11:00 ～ 14:00

まつぼっくり
こうさく

（フレミラ宝塚・しぜんクラブ）

大倉保子・小林珂朱枝
古川清子・小島華子

川崎安寿ほか

むしとりペナントレース

古谷裕

①②は 10：50、③④は 12：50 から
実施場所にて受付

11:00 ～ 16:00

八木剛

11:00 ～ 12:30
13:30 ～ 16:00

大本晋也

あき

星座万華鏡

を作ろう

定員 100 名
田中慎悟・小林謙一

藤井真理・松葉幸子・中嶋かよこ
（NPO 法人人と自然の会 星の会）　

11:00 ～ 16:00

せいざまんげきょう

ちい かせき

しぜん もの つか

つく

ハニワ モビール
をつくろう！

（兵庫県立考古博物館）

甲斐昭光・松岡千寿

11:00 ～ 16:00

ご 案 内

・定員の記載がないプログラムでも材料がなくなり次第、終了する場合があります。

・終日プログラム（11:00 ～ 16:00）では途中休憩が入ることがあります。

・汚れてもよい服装でお越しください。

・館内に食堂はありません。飲食は 4 階休憩コーナーでのみ可能です。

14:30 ～ 15:00

『おだんごぱん』

『さるかに』

（NPO 法人人と自然の会）　

パネルシアター

矢澤和幸・長里芙美子

色水あそび

（静岡科学館る・く・る）

望月涼子・山本弥幸

11:00 ～ 16:00

いろみず

対象 未就学児

おちばのプール

清水潤・能勢公紀
（NPO 法人人と自然の会 里山クラブ）　

11:00 ～ 16:00

葉っぱデザインルーム

（Atelier-S2）三上摂
高瀬優子

秋の葉っぱで
すてきな
おようふくを
つくってね！

11:00 ～ 16:00

は

皆木宏明
（島根県立三瓶自然館サヒメル）

どうなってるの？
むしのからだ
11:00 ～ 16:00

つく

￥

￥

￥要受付

（三田市有馬富士自然学習センター）

おようふくの できるまで

高見咲恵・田丸真奈維

まゆだま工作や
糸とりをして
ふくのひみつを
たいけん！

11:00 ～ 16:00

（兵庫県立人と自然の博物館）

の
びのびキッズのこうきしん！

( 開館時間は 10：00 ～ 17：00）

？

www.kodomohikari.com

最新情報は、こども☆ひかりプロジェクト
ホームページでご確認ください。

4 階実習室
4階 大セミナー室

4階 中セミナー室

4階 大セミナー室
4階 中セミナー室

エントランスホール横

小学 3年生以下保護者同伴。

（九州国立博物館）

じぶんでつくる
　わとじ ずかん！！！

進村真之・八尋智之・土屋和美

定員各回 10 名

①11:10 ②13:00
 ③14:00 ④15:00

①②は 11：00、③④は 13：50 から
実施場所にて受付

要受付

２階 展示室

２階 ひとはく多様性フロア

エントランスホール横

4階 中セミナー室

4階実験セミナー室

4階 大セミナー室

２階 展示室

（兵庫県立人と自然の博物館）

くるくる回って落ちる

種子を観察しよう！

橋本佳延

13:30 ～ 14:00
4 階 ひとはくサロン

まわ お

しゅし かんさつ

フロアスタッフ

デジタル紙芝居

①11：00②15：00 
3 階 アースシアター

②『くるりんひらりん そらのたび』

①『ぽこぽこぽこ～森をつなぐ～』

（兵庫県立人と自然の博物館）

かみしばい

もり

くらやみで光る

岩石と鉱物を見てみよう

加藤茂弘

11:00 ～ 13:00
2 階 展示室

（兵庫県立人と自然の博物館）

ひか

がんせき こうぶつ み

展示室ツアー
『ボルネオジャングル探検ツアー』

11:30 ～ 11:50
１階展示室 共生の森

フロアスタッフ
（兵庫県立人と自然の博物館）

てんじしつ

たんけん

11:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00

（埼玉県立 川の博物館）
森 圭子

つち つぶ

つく

4 階ひとはくサロン

土の粒でアクセサリー

を作ろう

フロアスタッフとあそぼう

定員 30 名

どうぶつビンゴ
13:30 ～ 14:00

☆当日 10：00 から４階インフォメーションカウンター
にて、受付を開始。定員になり次第終了します。 

フロアスタッフ
（兵庫県立人と自然の博物館）

要受付 ３階 展示室  森に生きる

キッズのみんなが楽しめる

プログラムがいっぱい！

　Kids サンデースペシャル 2015 in ひとはく についてのお問い合わせ先 
　兵庫県立人と自然の博物館内　 こどもひかりプロジェクト事務局
　TEL：090-9119-2005（代表：清水） E-mail:amk@kodomohikari.com


