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オルゴールミュージアム ホール・オブ・ホールズ六甲 （０７８－８９１－１２８４） 

オルゴール博士になろう！ 7/18（土）～8/31（月） 

 
その他  館内をめぐりながら、クイズを回答し、全問正解でオルゴール博士の認定証を進呈します。 

○小学生以下 

□無料  

■自由参加 

神戸海洋博物館・カワサキワールド （０７８－３２７－８９８３） 

ポンポン船教室 8/9（日） 
13：00～16：00 
その他  缶詰の空き缶を使い、ローソクのエネルギーでポンポンと音を立てて走る船を組み立てます。 

○小学生４年生以上と保護者 

□参加費：1,000 円（1 組） 

■要事前申し込み 

神戸市水の科学博物館 （０７８－３５１－４４８８） 

サマーライブ・キッズエコ工作 7/20（月・祝） 
12：30～16：15 
コンサートワークショ ップ コンサートやエコ工作をおこないます。 

○どなたでも 

□無料  

■自由参加 

工作教室 7/25（土） 
10：00～12：00 
13：30～15：30 
ワークショ ップ  木炭電池をつくります。 

○子どもと保護者 

□無料  

■要事前申込 

奥平野浄水場夏まつり 7/26（日） 
10：00～16：00 
その他  浄水場内見学や施設見学会などをおこないます。 

○どなたでも 

□無料  

■自由参加 

エコ工作 8/22（土） 
10：00～12：00 
13：30～15：30 
ワークショ ップ  

牛乳パックなどを使って制作します。 

○子どもと保護者 

□無料  

■要事前申込 

水質って何だろう？ 8/1（土） 、8/2（日） 
10：00～、13：30～ 
その他  水道水や湧き水の検査や顕微鏡で、水中の生き物も見てみよう。 

○どなたでも 

□無料  

■当日申込 

神戸の親子水道教室 8/8（土） 、8/9（日） 
10：00～12：00 
その他  「水道について調べてみよう」「水道で使っている材料で水鉄砲をつくろう！」 

○子ども 

□無料  

■当日申込 

昔あそび・工作教室 8/1（土）～8/16（日） 
10：00～15：00 
その他  折り紙や紙細工など昔からの遊びをおこないます。 

○子ども 

□無料  

■自由参加 

子どもたちのための「水道何でも相談室」 8/29（土）、8/30（日） 
10：00～15：00 
その他  水道に関する質問、何でも受け付け回答します。 

○子ども 

□無料  

■自由参加 

神戸市立王子動物園 （０７８－８６１－５６２４） 

夏休みおもしろ動物教室～オランウータン特集～ 8/16（日） 
13：30～14：30 
講演会・レクチャー  ４月に生まれた赤ちゃんについて飼育員がお話したり、クイズとその解説などをします。 

○どなたでも 

□無料  

■自由参加 

長寿動物へのプレゼント 9/21（月・祝） 
13：00～ 
その他  「敬老の日」に長寿の動物たちに大好物をプレゼントし、来園者とともにお祝いをします。 

○どなたでも 

□無料  

■自由参加 

神戸 

○：対象 □：イベント参加費 ■：申込方法 [入館料等、詳しくは各館へお問合せください]  
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特別展「ホネ・骨・ホネ大集合！」 開催中～8/31（月） 
 
その他  約 80 点の骨格標本を展示し、骨からわかる動物の進化や生態を解説します。 

○どなたでも 

□無料  

■自由参加 

「京阪神動物園めぐり」スタンプラリー 7/18（土）～8/30（日） 
 
その他  京阪神の 3 つの動物園をめぐりスタンプを集めると各園のオリジナルグッズがもらえます。 

○どなたでも 

□無料  

■自由参加 

国指定重要文化財「旧ハンター住宅」館内公開 8/1（土）～8/31（月） 
 
その他  動物園内にある、神戸市内最大級の異人館の内部を特別公開します。 

○どなたでも 

□無料  

■自由参加 

第 21 回アマチュア動物写真コンクール作品展 9/1（火）～9/17（木） 
 
その他  5～6 月に募集した園内で撮影された動物写真コンクールの全作品を展示します。 

○どなたでも 

□無料  

■自由参加 

神戸市立小磯記念美術館 （０７８－８５７－５８８０） 

美術館大作戦３ “美術館たんけん” 8/1（土） 、8/13（木） 

8/22（土） 
13：30～16：00 
ワークショ ップ  

いつもは見ることができない美術館の裏側を探検。ひみつをたくさん見つけられるかな？ 

[各日程のいずれか１回の参加となります] 

○小学 1年生～中学 3年生 

□無料  

※ た だ し 、 の び の び パ ス ポ ー ト 持 参  

■要事前申込 

亀高文子展 スペシャルイベント おやこ解説会 8/23（日）、8/30（日） 
11：00～11：30 
その他  亀高さんについてわかりやすく解説し、わかったことや感じたことを親子で楽しむ会です。 

○当日来館のおやこ 

□参加費：一般大人 800 円  

※ の び の び パ ス ポ ー ト 持 参 の 児

童 ・ 生 徒 は 無 料  

■当日申込 

美術館大作戦４ “亀高さんで絵本づくり”  9/12（土）、9/19（土） 
13：30～16：00 
ワークショ ップ  

「亀高文子展」の作品鑑賞の後、お気に入りの作品を使ってオリジナル絵本を作ります。 

[各日程のいずれか１回の参加となります] 

○小学 1年生～中学 3年生 

（大人同伴可） 

□無料  

※ た だ し 、 の び の び パ ス ポ ー ト 持 参  

■要事前申込 

神戸市須磨海浜水族園 （０７８－７３１－５１６１） 

生物の標本鑑定会 8/22（土） 
10：00～15：00 
ワークショ ップ  夏休みに集めた植物、昆虫、貝や水の生物の標本を、専門の先生が調べてくれます。 

○どなたでも 

□無料 

■自由参加 

ウミガメの身体測定会 8/29（土） 
14：00～16：00 
ワークショ ップ  ウミガメプールでウミガメの身長を測定したり、甲羅をきれいにあらってあげたりします。 

○小学 4年生以上 

□参加費：200 円 

■要事前申込 

海のスノードームを作ろう 7/26（日）、8/23（日）
13：30～15：30 
ワークショ ップ  貝殻やサンゴのかけらを組み合わせて、ガラスビンの中に小さな海を作ります。 

○おやこ 

□参加費：300 円 

■要事前申込 

神戸市立博物館 （０７８－３９１－００３５） 

博物館たんけん隊 7/18（土） 
14：00～16：00 
その他  展覧会会場以外にも、博物館にはいろいろな部屋があります。その見えない所を探検します。 

○小学 3年生～中学生 

□無料 

■要事前申込 

こどものためのワークショップ① 

「弥生人の絵画教室とキーホルダーづくり！」 
7/23（木） 
10：00～12：00 
ワークショ ップ  銅たくをつくった弥生人の画法を学び、金属で自分だけのキーホルダーをつくります。 

○小学 3年生～中学生 

□参加費：300 円  

■要事前申込 

こどものためのワークショップ② 

「南蛮屏風を動物でいっぱいにしよう！」 
7/30（木） 
10：00～12：00 
ワークショ ップ  教科書にものっている南蛮屏風に好きな動物をえがいて、オリジナル屏風に仕上げます。 

○小学 3年生～中学生 

□参加費：300 円 

■要事前申込 

“どうぶつ”すきな子よっといで！！ 8/6（木） 
10：00～16：00 
ワークショ ップ  午 前 は 博 物 館 で 銅 た く に え が か れ た 動 物 を 観 察 。 午 後 は 動 物 園 で 実 際 の 動 物 を 観 察 し え が き ま す 。 

○小・中学生 

□無料 

■要事前申込 
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こどものためのワークショップ③ 

「ミッション！居留地の歴史を調査せよ！」 
8/13（木） 
10：00～12：00 
ワークショ ップ  外国人居留地の史跡を家族でめぐり、居留地の歴史をさぐります。 

○中学生以上（保護者同伴） 

□参加費：300 円 

■要事前申込 

こどものためのワークショップ④ 「どうぶつのスタンプをつくろう！」 8/20（木） 
10：00～12：00 
ワークショ ップ  どうぶつの姿をえがいた石のスタンプをつくります。 

○小学 3年生～中学生 

□参加費：300 円  

■要事前申込 

こどものためのワークショップ⑤ 

「動物図鑑の技術－エッチングに挑戦！」 
8/27（木） 
10：00～12：00 
ワークショ ップ  エッチングという西洋の銅版画に挑戦します。 

○小学 3年生～中学生 

□参加費：300 円 

■要事前申込 

夏休み土器づくり教室 7/25（土）、7/26（日） 
10：00～16：00 
ワークショ ップ  

縄文・弥生土器について学び、古代の人々の技術に挑戦して土器をつくります。 

 [土器の野焼きは 8/8（土）10：00～16：00] 

○小学 4年生～中学生 

□参加費：1,500 円 

■要事前申込 

まなぼう！あそぼう！親子で楽しむ体験講座① 

「して みて さわって 古代のくらし」 7/19（日）～8/2（日） 
[ 7/2 1 、 7 /2 5 ～ 7/ 27 を 除 く ] 

ワークショ ップ  ホンモノの石器や土器にふれながら古代のくらしを学び、火おこしにも挑戦します。 

[平日 14：00～15：00、土日祝 11：00～12：00、14：00～15：00] 

○中学 生 以 下 の 子 ど も と 保 護 者  

□無料 

■当日申込 

まなぼう！あそぼう！親子で楽しむ体験講座② 

「ぬり絵でザヴィエルの掛け軸をつくろう」 8/4（火）～8/16（日） 
[ 8/6 , 8 /8 、 8/ 10 を 除 く ] 

ワークショ ップ  ザヴィエルについていろいろ学び、ぬり絵でザヴィエルを作り、掛け軸に仕上げます。 

[平日 14：00～15：00、土日 11：00～12：00、14：00～15：00] 

○中学 生 以 下 の 子 ど も と 保 護 者  

□無料 

■当日申込 

まなぼう！あそぼう！親子で楽しむ体験講座③ 

「うきでろ！うきでろ！古代の模様」 8/18（火）～8/30（日） 
[ 8/2 4 を 除 く ]  

ワークショ ップ  ホンモノを使って、古代の模様の拓本をとります。 

[平日 14：00～15：00、土日 11：00～12：00、14：00～15：00] 

○中学 生 以 下 の 子 ど も と 保 護 者  

□無料 

■当日申込 

ＫＯＢＥとんぼ玉ミュージアム （０７８－３９３－８５００） 

とんぼ玉制作体験 開館中いつでも 
10：00～18：45 
ワークショ ップ  ガラス棒をバーナーで溶かしてとんぼ玉を作ろう！スタッフが横でサポートします！ 

○小学 3年生以上 

□参加費：1,200 円 

■自由参加 

神戸ファッション美術館 （０７８－８５８－００５０） 

刺繍のかごバッグをつくろう！ 8/28（金） 
10：30～12：30 
14：00～16：00 
ワークショ ップ  毛糸やビニールひもなどでネットに刺繍をしてかごバッグをつくります。 

○小学 1～6 年生 

□参加費：300 円  

■要事前申込 

神戸ゆかりの美術館 （０７８－８５８－１５２０） 

コレクションで KOBE はっけん！ 7/25（土）、8/8（土） 

8/29（土）、9/20（日） 
ワークショ ップ  神戸の風景画から見つけたことや感じたことを話し合い、絵を描いて工作をします。 

○小学 1年生以上 

□無料  

■要事前申込 

神戸らんぷミュージアム （０７８－３３３－５３１０） 

ガラスエッチング教室 7/18（土） 
14：00～15：30 
ワークショ ップ  ステンシル感覚でガラスの器に模様をつけてキャンドルホルダーを作ります。 

○小学生以上 

□無料  

■要事前申込 

モザイクキャンドルホルダー教室 8/2（日） 
14：00～15：30 
ワークショ ップ  ガラスのコップにビーズグラスを貼り付け、夏らしいキャンドルホルダーを作ります。 

○小学生以上 

□無料 

■要事前申込 

コンスターチ粘土教室 8/22（土） 
14：00～15：30 
ワークショ ップ  トウモロコシを主原料とするコンスターチ粘土で、イルカのドアチャイムを作ります。 

○小学生以上 

□無料 

■要事前申込 
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動物キャンドル教室 8/23（日） 
14：00～15：30 
ワークショ ップ  

温めると柔らかくなるロウを使って、動物キャンドルをつくります。 

○小学生以上 

□無料 

■要事前申込 

竹中大工道具館 （０７８－２４２－０２１６） 

夏休み子ども体験教室 8/1（土） 
13：30～16：00 
その他  大工の技を見学し、大工道具を使ってイスを工作してみましょう。 

○小学 4年生～中学 3年生 

□無料  

■要事前申込（定員 10 名） 

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター （０７８－２６２－５５０２） 

四川大地震１周年メモリアルＤＲＩ調査報告展 

～研究員が語るスーパー広域災害～ 
7/19（日） 
14：00～16：00 
その他  中国四川大地震１周年キャンペーンのフィナーレとして災害の課題と教訓を考えます。 

○一般 

□無料  

■要事前申込 

第 4 回ＤＲＩ防災セミナー 次世代防災担い手シンポジウム 

「夢の“安全・安心な住まい”わたしが提案する防災未来社会」 
7/25（土） 
14：00～16：00 
講演会・レクチャー  若者たちが取り組んできた活動や研究成果をもとに「夢の安全・安心な住まい」を提案します。 

○一般 

□無料  

■要事前申込 

気持ちを伝えよう。やさしい絵手紙教室 

～防災・減災。大切なのはコミュニケーション！～ 
7/26（日） 
14：00～15：30 
講演会・レクチャー  防災・減災にとってかかせない、人と人とのコミュニケーショ ンを絵手紙づくりで体験します。 

○小学生以上～一般 

□無料 

■要事前申込 

留学生と共に学ぶ震災講座 

～阪神・淡路大震災を知り、災害への備えを語り合おう～ 
7/28（火） 
14：00～16：30 
その他  神戸で学んでいる留学生に向けて、大きな地震があったことを伝え、災害について考えます。 

○一般 

□参加費：200 円 

■要事前申込 

こんなときどうする！？ マイ防災グッズワークショップ 8/1（土） 
14：00～15：30 
ワークショ ップ  防災ッグッズを参考に、被災時に発生するピンチと克服する策をゲームを通して学びます。 

○小学生 

□無料  

■要事前申込 

ひとぼう おはなしひろば 8/9（日） 
14：00～15：00 
その他  ひとぼう恒例、絵本や紙芝居の集い。「防災カルタ」遊びも実施します。 

○幼児～一般 

□無料  

■自由参加 

防災未来ワークス ショートプログラム  

Ａ：本結びストラップをつくろう！ Ｂ：折り紙スリッパをつくろう！  
7/28（火）～8/30（日） 
 
ワークショ ップ  Ａ：「本結び」でオリジナルストラップを工作  Ｂ：２枚の紙をおり込んで、かわいいスリッパを制作 

 [①11：00 ②13：00 ③14：00 ④15：00 ※8/2 は 11：00 除く] 

小学生以上～一般 

□無料 

■自由参加 

夏の工作ワークショップ ロープワークでペットボトルヨットをつくろう 8/1（土）～8/2（日） 

8/22（土）～8/23（日） 
ワークショ ップ  ロープワークを覚えながらヨットを作ります。   

○小学生以上～一般 

□無料 

■要事前申込 

夏の工作ワークショップ 足元を守ろう！パイル・サンダルづくり 8/8（土）～8/9（日） 
8/15（土）～8/16（日） 
8/29（土）～8/30（日） 
ワークショ ップ  リサイクル工作で自分の足にあうサンダルを作ります。 

○小学生以上～一般 

□無料 

■要事前申込 

はばたん防災教室 舞子高校生といっしょに防災を学ぼう！ 8/2（日）・8/23（日） 
14：00～15：30 
ワークショ ップ  舞子高校生が小学生のために開く防災教室。手作り防災実験など体験型のプログラムです。 

○小学生 

□無料  

■要事前申込 

地震体験車 震度７を体感しよう！ 8/11（火）～8/14（金） 
 
その他  地震体験車で震度 7 を体感しよう！ 

○どなたでも 

□無料  

■当日申込 

水消火器・煙ブースを体験しよう！ 8/13（木）・ 8/14（金） 
13：00～16：00 
その他  消火器の使い方や火災の煙から逃げる訓練を体験します。 

○どなたでも 

□無料  

■自由参加 

防災楽習迷路に挑戦しよう！ 8/13（木）・ 8/14（金） 
11：00～16：00 
その他  迷路を通って防災カードを集めることにより、楽しみながら防災の知恵を身につけます。 

○どなたでも 

□無料  

■自由参加 
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兵庫県立美術館 （０７８－２６２－０９０１） 

日本の表現主義展 おやこ解説会「100年前の日本にタイムスリップ！」 8/1（土） 
13：30～14：00 
講演会・レクチャー  「日本の表現主義」展のみどころを担当学芸員がわかりやすくお話する家族向け解説会です。 

○こどもと保護者 

□無料  

■自由参加 

だまし絵展 おやこ解説会 8/29（土） 
13：30～14：00 
講演会・レクチャー  

「だまし絵」展のみどころを担当学芸員がわかりやすくお話する家族向け解説会です。 

○こどもと保護者 

□無料  

■自由参加 

日本の表現主義展 こどものイベント「みんなでエクスプレッション！」 7/11（土）・ 7/12（日） 
 
ワークショ ップ  

「日本の表現主義」展をみて、自分の気持ちを、色とかたちで表現してみよう！ 

[①7/11 13：30～15：30、 ②7/12 10：30～12：30] 

○県内の小・中学生と保護者 

□参加費：500 円 

■要事前申込 

夏休みのこどものイベント 

「藤原ミュージアムティーチャ－の楽器教室」 
8/8 （ 土 ） ・ 8/9 （ 日 ）
10：30～15：00 
ワークショ ップ  民族楽器手作り名人・藤原ミュージアムティーチャ－の指導によるアートな楽器教室です。 

○県内 の 小 3 年 生 ～ 中 学 3 年 生  

□参加費：1,200 円 

■要事前申込 

夏休みスペシャル みんなのイベント「ガボ研究所（がぼ・らぼ）」 8/15（土） ・8/16（日）
10：30～12：00 

13：30～15：00 
ワークショ ップ  

平面から組み立てられる教材を使ってガボの作品を徹底調査しよう。大人の方も大歓迎！ 

○こどもとおとな 

□無料 

■要事前申込 

だまし絵展 こどものイベント「だまし絵ってなぁに？」 9/26（土）・ 9/27（日） 
 
ワークショ ップ  

探検手帳を片手に展覧会を鑑賞し、だまし絵に挑戦しよう！ 

[①9/26 13：30～15：30、 ②9/27 10：30～12：30] 

○県内の小・中学生と保護者 

□参加費：500 円以内 

■要事前申込 

UCC コーヒー博物館 （０７８－３０２－８８８０） 

キッズ・カフェ２００９ 「コーヒーでエコ博士になろう！」 7/24（金）、7/25（土） 
13：50～16：00 
ワークショ ップ  家庭でできるエコのレクチャーと、コーヒー焙煎。冷たいコーヒードリンク作りの実習です。 

○小学 4～6 年生と保護者 

□参加費：2,500 円 

■要事前申込（定員 24 名） 

六甲高山植物園 （０７８－８９１－１２４７） 

はな博士になろう！ 7/18（土）～8/31（月） 
10：00～17：00 
その他  

花の生態や名前の由来など、園内をめぐるクイズラリーに挑戦。全問正解者には認定書をお渡し

します。 

○小学生 

□無料 

■自由参加 

ネイチャークラフト体験 7/18（土）～8/30（日） 
の土・ 日・祝日 とお 盆期
間（8/13～8/ 16） 
ワークショ ップ  

植物園でとれた切株の枝を使って自分だけの作品を作ろう！スタッフが丁寧に教えます。 

○小・中学生 

□参加費：500 円～ 

■当日申込 
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芦屋市立美術博物館 （０７９７－３８－５４３２）

ホールワークショップ「ホールで何しよう？1 日目－ひも、2 日目―布」8/7（金）、8/8（土）

14：00～16：00
ワークショップ たくさんの材料をつかって、アイデアしだいで自由にホールのかざりつけや工作をします。

○どなたでも

□参加費：300 円

■要事前申込

コレクション展２「あしやのびじゅつ－入門編－」関連企画

ジュニアガイドツアー
8/23（日）、8/29（土）

8/30（日）

講演会・レクチャー 小学生を対象に、参加者と学芸員が一緒になってお話をしながら展示会場をまわります。

○小学生（親子での参加も可）

□無料

■自由参加

（財）尼崎市総合文化センター （０６－６４８７－０８０６）

白髪一雄展関連イベント 「フットペインティング－足で絵を描こう－」8/22（土）、8/23（日）

13：00～
ワークショップ 画家白髪一雄氏と同じように足を使ってさまざまな絵を制作します。

○小学 3 年生～中学生

□無料

■要事前申込 （定員各 10 名）

尼崎市立田能資料館 （０６－６４９２－１７７７）

古代のくらし体験学習会「ガラスを溶かして勾玉をつくろう」7/25（土）

11：00～15：30
ワークショップ 鋳型に勾玉の形を彫り、中に入れたガラスを溶かして勾玉をつくります。

○小学 4 年生以上

□参加費：300 円

■要事前申込

古代のくらし体験学習会夏休み親子考古学講座

「体験！考古学者」
8/14（金）

10：30～15：00
ワークショップ 割れた土器を掘り出して洗い、復元し、文様を拓本にとります。考古学者の体験です。

○小学 4 年生以上と保護者

□参加費：100 円

■要事前申込

尼崎信用金庫 世界の貯金箱博物館 （０６－６４１３－１１６３）

“大人も子どもも全員集合” 「夏休み貯金箱展」7/15（水）～8/30（日）

10：00～16：00
その他 アニメの主人公や人気キャラクター貯金箱を展示。手で触れて遊べるカラクリコーナー。

○どなたでも

□無料

■自由参加

エンバ中国近代美術館 （０７９７－３８－００２１）

夏休みこども一日陶芸教室7/27（月）、7/28（火）

10：00～12：00
13：00～15：00
ワークショップ

今年で 17 回目となりますこども陶芸教室。土と遊び陶芸を楽しむ芽を育てたいという思いより開

催します。

○幼・小・中学生

□参加費：1,700 円

■要事前申込

（財）辰馬考古資料館 （０７９８－３４－０１３０）

夏季教室展「縄文人のくらし」6/13（火）～8/30（日）

その他 小・中学生を対象とした館蔵品の展観。縄文時代の生活道具としての遺物を展示します。

○小・中学生

□無料

（高校生以下。一般は 200 円）

■自由参加

西宮市貝類館 （０７９８－３３－４８８８）

夏休み採集生物相談教室8/23（日）

10：00～16：00
ワークショップ

夏休みに採集した貝や植物、昆虫などの名前調べを専門家と一緒におこないます。標本づくりも

指導します。

○どなたでも

□無料

■当日申込

夏休みクイズラリー7/19（日）～8/31（月）

その他
貝に関する簡単なクイズに答えてもらい、正解者の中から 20 名に貝をプレゼントします。（郵送に

てお送りします。）

○小学生

□無料

■自由参加

阪神
南

阪神
南

○：対象 □：イベント参加費 ■：申込方法 [入館料等、詳しくは各館へお問合せください]
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夏休み貝と粘土の工作教室8/8（土）、8/9（日）

10：00～、13：30～
ワークショップ

缶やビンに粘土を貼り、まわりに貝を飾ってペンたてや貯金箱など、オリジナルなものづくりを行

います。

○小学生

□参加費：500 円

■要事前申込

貝と粘土の工作教室作品展8/10（月）～8/23（日）

10：00～17：00
その他 工作教室作品の中からユニークなものやすぐれた作品を選び、館内で展示します。

○どなたでも

□無料

■自由参加

西宮市立郷土資料館 （０７９８－３３－１２９８）

夏休み親子紙すき8/1（土）

13：30～15：30
ワークショップ

紙すきの里「名塩」でこどもから大人まで楽しめる手すき和紙の体験学習です。

（西宮市立郷土資料館分館名塩和紙学習館での実施）

○5 歳以上の親子

□参加費：中学生まで 500 円

高校生以上 800 円

■要事前申込

第 25 回親と子の郷土史講座8/18（火）～8/21（金）

その他 フィールドワークや紙すき体験等を通じて、郷土史を楽しく学びます。バスでの臨地見学もあります。

○西宮市内在住在学の小学 5・

6 年生と保護者

□無料

■要事前申込

日本盛 酒蔵通り煉瓦館 （０７９８－３２－２５２５）

夏休みガラス講座7/18（土）～8/30（日）

期間中の土・日・祝日

11：00～12：00
その他

ガラスについて何でもわかります。

○小学生と保護者

□無料

■自由参加（先着 20 名）

（財）堀江オルゴール博物館 （０７９８－７０－０６５６）

夏休みこどもプログラム

「オルゴールやオルガンの音の不思議」
8/3（月）、8/10（月）

8/17（月）

10：00～
ワークショップ

オルゴールの歴史や仕組みを模型を使ってわかりやすく解説します。演奏会もあります。

○小学生

□無料

■要事前申込
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伊丹市昆虫館 （０７２－７８５－３５８２）

むしの忍者大集合7/15（水）～8/31（月）

その他 昆虫たちの生きる「技」を忍者になぞらえた展示会。体験コーナーもたくさんあります。

○一般

□無料

■自由参加

伊丹市立博物館 （０７２－７８３－０５８２）

JAL 航空教室
7/26（日）

10：00～12：30
13：30～16：00
その他 JAL スタッフによる航空教室。紙飛行機教室や青空教室などを伊丹スカイパークで開催します。

○小学 3～6 年生

□参加費：100 円

■要事前申込

夏季企画展「大阪国際空港開港70周年記念－空港と歩んだ70年―」7/4（土）～8/30（日）

その他 伊丹と大阪国際空港が歩んだ 70 年を展示。市民から寄せられた写真や思い出話も紹介します。

○どなたでも

□無料

■自由参加

大阪青山歴史文学博物館 （０７２－７９０－３５３５）

うちわに描こう ～墨流しと絵付け～8/1（土）

10：00～12：00
14：00～16：00
ワークショップ 伝統芸術の墨流しを体験し、絵付けをすることで、オリジナルのうちわを作成します。

○川西市在住の小学生

□参加費：300 円

■要事前申込（先着 15 名）

兵庫県立人と自然の博物館 （０７９－５５９－２００１）

鳴く虫撮影の思い出8/1（土）

15：30～17：00
講演会・レクチャー 昆虫写真家の栗林慧さんが、鳴く虫撮影時のとっておきのエピソードを語ります。

○どなたでも

□無料

■当日申込

栗林慧の昆虫写真であそぼう8/2（日）

10：00～11：00
その他

昆虫写真家の栗林慧さんと虫の写真を撮ります（カメラは各自持参してください）。

○どなたでも

□無料

■当日申込

鳴く虫カード・虫源平であそぼう8/9（日）

13：00～15：00
その他 鳴く虫カードや鳴く虫旗源平で遊びます。

○どなたでも

□無料

■自由参加

講談＋セミナー「アリとキリギリス」8/11（火）

13：00～14：30
講演会・レクチャー イソップ童話のお話とアリとキリギリスの本当の暮らしを解説します。

○どなたでも

□無料

■自由参加

竹細工で鳴く虫をつくろう8/14（金）

11：00～11：30
15：00～15：30
その他

竹細工作家の戸田和孝さんの指導で、鳴く虫の竹細工を作ります。

○どなたでも

□無料

■当日申込

怪談＋セミナー「八雲とお菊虫」8/19（水）

13：00～14：30
講演会・レクチャー おもしろ怖い怪談とお菊虫（ジャコウアゲハ）の生態を解説します。

○どなたでも

□無料

■自由参加

夏の鳴く虫の観察会8/22（土）

18：00～20：00
その他

聞き分け訓練の後、フィールドで直接鳴く虫を聞いて覚えます。

○どなたでも

□無料

■当日申込

講談「ノコギリ名人 ぎっちょん君誕生！」8/31（月）

13：00～14：00
講演会・レクチャー 鳴くことがなかったぎっちょん君は、なぜ鳴くようになったのでしょうか。

○どなたでも

□無料

■自由参加

昆虫標本づくり実演コーナー２００９８月の毎週土・日・月
13：00～15：00
その他 研究員が昆虫標本づくりの実演をおこないます。

○どなたでも

□無料

■自由参加

阪神
北

○：対象 □：イベント参加費 ■：申込方法 [入館料等、詳しくは各館へお問合せください]
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明石市立天文科学館 （０７８－９１９－５０００）

キッズプラネタリウム 「宇宙大冒険」7/11（土）～8/30（日）

期間中の土日祝

10：20～11：10
その他

子ども達にもわかりやすく、プラネタリウムで星や星座・宇宙のお話をやさしくお話しします。

〔＊ただし 8/15、16 を除く〕

○幼児・小学校低学年

□無料

■自由参加

自由研究サポート 投影とサポートコーナー7/29（水）、8/5（水）

8/12（水）、8/19（水）

その他

プラネタリウムで、星空案内と各回のテーマに沿ったわかりやすいお話をします。

〔7/29｢日食のお話」、8/5「月のお話」、8/12「星座のお話」、8/19「惑星のお話」 各 10：00～10：

50 / サポートコーナー 各 10：50～11：30｣

○小学生以上

□無料

■自由参加

明石市立文化博物館 （０７８－９１８－５４００）

むかし遊び・ぶんぱく7/19（日）

13：30～15：30
その他 こま、ベーゴマ、ベッタンなど昔からあるおもちゃを使って、みんなで遊ぼう！

○小学生以下

□無料

■要事前申込

あかりの鹿児資料館 （０７９－４２１－２１９１）

ちょうちん絵付体験8/2（日）、8/4（火）

8/6（木）、8/8（土）

ワークショップ 昔のあかりの道具「ちょうちん」に名前や好きな絵をかいて自分だけのちょうちんをつくります。

○小学 3 年生～6 年生

□無料

■要事前申込

鶴林寺宝物館 （０７９－４５４－７０５３）

夏休み親子文化財教室7/20（月・祝）

9：00～11：30
講演会・レクチャー 小中学生別に鶴林寺文化財の説明と実地見学があり。夏休み自由研究に最適。デジカメ可。

○小、中学生

□無料

■自由参加

加古川総合文化センター （０７９－４２５－５３００）

夏休みこども創作教室8/3（月）

ワークショップ
小学 4～6 年生を対象に、夏休みの工作の宿題に対応した多様な 7 教室を開催する。

〔時間は教室によって異なります。〕

○小学 4～6 年生

□参加費：800～2,000 円

※教室によって異なる

■要事前申込（7/15 締切）

水木しげるの妖怪道五十三次展8/1（土）～8/30（日）

その他 妖怪が登場する妖怪道五十三次を東海道五十三次と比較して展示。合計 150 点を紹介。

○どなたでも

□入館料 一般：500 円

小中学生 300 円

■自由参加

播磨町郷土資料館 （０７９－４３５－５０００）

染め物づくり8/23（日）

13：00～16：00
ワークショップ あい染めの布を脱色して、白色の和風な模様を一品（ランチョンマット）作ります。

○小学生以上

□参加費：500 円

■要事前申込

プチ古代体験8/15（土）、16（日）、

30（日）

ワークショップ
勾玉や簡単な土器をつくります。ボランティアさんがやさしく教えてくれます。

〔受付 13：00～14：00〕

○どなたでも

□材料費 土器：400 円

勾玉：300 円

■当日申込

兵庫県立考古博物館 （０７９－４３７－５５８９）

古代体験イベント 「むかしの人とあそぼう！」8/1（土）

13：30～15：00
コンサートその他

古代楽器の演奏、火おこし、石器づくりなど、むかしの人のワザをお楽しみください。

○×クイズもあります。

○幼児・小学生

□無料

■自由参加

東
播磨

○：対象 □：イベント参加費 ■：申込方法 [入館料等、詳しくは各館へお問合せください]
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再現！古代のまじない－ひとがた流し－8/16（日）

13：00～15：00
ワークショップ 今夏、1300 年の時を超え古代の儀式がよみがえります。人形（ひとがた）を流して災難退散！

○一般

□無料

■当日申込

ナゾときにチャレンジ！クイズラリー7/18（火）～8/31（月）

期間中の毎週日曜日
14：00～15：00
ワークショップ

館内をまわって考古学クイズを解こう。全問正解すると認定書と景品がもらえるよ。

〔8/2（日）は 11：00～16：00〕

○幼児・小学生

□無料

■自由参加
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にしわき経緯度地球科学館 「テラ・ドーム」 （０７９５－２３－２７７２）

テラ・ドーム特別観望会 「部分日食を見よう！」7/22（水）

9：30～12：30
その他 太陽の 8 割が欠ける部分日食を、いろいろな方法で楽しもう！

○どなたでも

□無料

■自由参加

子ども科学教室毎週、日曜・祝日
13：30～、15：30～
ワークショップ 身近な材料を使った実験や工作で科学のふしぎを体験しよう！！

○どなたでも

□無料

■自由参加

天体観望会毎週、木・金・土曜
19：30～21：00
その他 81 ㎝大型反射望遠鏡でいろいろな星を見よう！

○どなたでも

□参加費：200 円

■要事前申込

兵庫県立フラワーセンター （０７９０－４７－１１８２）

植物スケッチ教室8/2（日）

13：00～16：00
講演会・レクチャー 簡易ボタニカルアートを体験していただけます。

○どなたでも

□無料

■要事前申込

夏休み子供フラワーセンター探検隊8/9（日）

11：00～
ワークショップ 池に泳ぐコイやいろいろのメダカ、虫を捕まえる食虫植物などを見て、触れて観察する。

○子ども

□無料

■要事前申込

食虫植物教室7/26（日）、8/23（日）

13：00～
講演会・レクチャー 実際に触れながら、食虫植物の不思議な生態をわかりやすく説明します。

○どなたでも

□無料

■要事前申込

三木市立堀光美術館 （０７９４－８２－９９４５）

田島征彦講演会 「おとし噺よ 人生は」8/23（日）

13：30～15：30
講演会・レクチャー

田島征彦の講演や絵本「しちどぎつね」「じごくのそうべえ」等のスライドによる朗読。

〔場所は三木市教育センター４階です。〕

○どなたでも

□無料

■自由参加

北
播磨

○：対象 □：イベント参加費 ■：申込方法 [入館料等、詳しくは各館へお問合せください]
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日本玩具博物館 （０７９－２３２－４３８８）

夏休みおもちゃ教室・体操人形を作る8/１（土）

10：00～12：00
ワークショップ Ｈ型のにぎり棒の先についた人形が棒を握るとおもしろい動きをします。

○小学生

□参加費：600 円

■要事前申込(定員 20 名)

夏休みおもちゃ教室・追いかけっこ8/8（土）

10：00～12：00
ワークショップ 棒の両端を押したり引いたりすると人形が追いかけっこをします。

○小学生

□参加費：500 円

■要事前申込(定員 20 名)

夏休みおもちゃ教室・麦わらの篭つくり8/17（月）

10：00～12：00
ワークショップ 播州地方に伝わってきた麦わらのかごを編んで作ります。

○小学生

□参加費：200 円

■要事前申込(定員 20 名)

夏休みおもちゃ教室・ジャンピングジャック8/22（土）

10：00～12：00
ワークショップ 人形の下にさがった糸を引くと手や足が上下に動きます。

○小学生

□参加費：300 円

■要事前申込(定員 20 名)

夏休みおもちゃ教室・江戸のからくり玩具「かくれ屏風」を作る
7/26（日）、8/2（日）

8/9（日）、8/16（日）

8/23（日）

11：00～、14：00～
ワークショップ

屏風を開くたびに絵が消えたり出たりします。

○小学生

□参加費：200 円

■当日申込

姫路科学館「アトムの館」 （０７９－２６７－３９６１）

姫路ロボ・チャレンジ第 8 回大会8/30（日）

10：00～16：00
その他 話題の 2 足歩行のロボット競技会を中心にしたロボットイベントです。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

ゴム・ワングランプリ第 7 回大会8/30（日）

12：40～13：30
その他 輪ゴム 3 本を動力にした車を作って、走行距離を競う大会です。

○どなたでも

□無料

■自由参加

姫路市書写の里・美術工芸館 （０７９－２６７－０３０１）

２００９アートキャンプ「夏休み木切れ工作教室」8/２（日）

10：00～12：00
13：00～15：00
ワークショップ 自然の木切れを使って自由に工作！

○どなたでも

□参加費：500～2,000 円

■当日申込

伝統工芸体験講座 「姫路はりこ教室」9/12（土）、13（日）

(２日連続)
ワークショップ 姫路のはりこ職人・松尾隆さんの指導で、二日かけて姫路のはりこの全工程を体験。

〔9/12（土）10：00～16：00 、9/13（日）13：00～15：00〕

○小学 4 年生以上

□参加費：800 円

■要事前申込

姫路市立手柄山温室植物園 （０７９－２９６－４３００）

さぎ草観察会7/20（月・祝）

10：00～12：00
講演会・レクチャー 姫路市の市花であり、自然保護のシンボルでもあるサギソウの観察と育て方を説明します。

○小中学生の親子

□無料

■要事前申込

中
播磨

○：対象 □：イベント参加費 ■：申込方法 [入館料等、詳しくは各館へお問合せください]
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食虫植物観察会7/30（木）、8/6（木）

10：00～12：00
講演会・レクチャー 食虫植物展に関連して、ウツボカズラやハエトリソウなどの捕虫方法等の育て方説明

○小中学生の親子

□無料

■要事前申込

姫路市立美術館 （０７９－２２２－２２８８）

ルドン展 こどもギャラリーツアー（小学校低学年コース）8/8（土）

10：00～11：00
その他 学芸員の案内でオディロン・ルドン展を楽しく鑑賞します。

○小学 1～3 年生

□無料

■自由参加

ルドン展 こどもギャラリーツアー（小学校高学年コース）8/8（土）

11：20～12：20
その他 学芸員の案内でオディロン・ルドン展を楽しく鑑賞します。

○小学 4～6 年生

□無料

■自由参加

姫路セントラルパーク （０７９－２６４－１６１１）

「タッチプール」 場所：サファリ チャイルズファーム内ログハウス7/18（土）～8/31（月）

その他
ザリガニ釣りなど、身近な生物を使ってのふれあい。

〔開園(10：00)～閉園 30 分前(17：30)〕

○3 歳以上

□参加費：300 円

■自由参加

姫路文学館 （０７９－２９３－８２２８）

ちびっこセミナー「あなただけの絵本づくり」7/25(土)、8/8（土）

（２回連続）

その他
1 日目はおはなしや詩をつくる。2 日目はそれをもとに絵本キットに絵や文字を入れる。

〔①10：00～12：00、②14：00～16：00〕

○未就学児～小学生

□参加費：1,000 円 ※材料費込

■要事前申込、

2 日間ともの出席が可能な方

兵庫県立歴史博物館 （０７９－２８８－９０１１）

いきいきトライアル 「和太鼓づくり」7/25（土）

10：00～12：00
ワークショップ 夏休みの工作にいかがですか？皆が作った和太鼓はどんな音がするかな。

○どなたでも

□参加費：2,500 円

■要事前申込

特別企画展 「船と海の博覧会」

関連イベント特別講演会 「役に立たなかった船の発明」8/2（日）

14：00～15：30
講演会・レクチャー 古代～現代の船に至る船の発達史の中から役に立たなかった船のエピソードが聞けます

○どなたでも

□無料

■当日申込

いきいきトライアル 「姫路はりこづくり」8/29（土）

13：30～15：30
ワークショップ はりこは、和紙を貼り重ねて丹念に作られます。皆さんでオリジナルのはりこを作ってね

○一般

□参加費：800 円

■要事前申込

歴はく倶楽部(くらぶ) 「ハッピを折る」9/20（日）

10：30～15：30
ワークショップ 一枚の紙からハッピが折れるよ。お部屋に飾るととってもカワイイインテリア！

○親子

□参加費：有料

■当日申込

昔体験ミニパーク7/19（日）、8/23（日）

9/20（日）

11：00～15：30
その他

特別着付けなど、みんなでわいわい昔を体験しに来てください。

○どなたでも

□無料

■当日申込

いきいきトライアル 「まがたまをつくろう」8/1（土）、8/22（土）

13：00～16：00
ワークショップ オリジナルのまがたまをつくりに来てみませんか?きっとステキなまがたまができるよ。

○どなたでも

□参加費：500 円

■要事前申込

特別企画展 ｢船と海の博覧会｣ 展覧会ガイド7/26（日）、8/2（日）

8/16（日）、9/6（日）

11：00～
講演会・レクチャー

展覧会の見どころや資料にまつわるエピソードなどを学芸員が紹介します。

○親子

□無料

■自由参加
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れきはくサマースクール8/4（火）、8/11（火）

8/18（火）、8/25（火）

(4 回連続)
ワークショップ

当館長が先生となり、みなさんと一緒に歴史の謎に挑戦。きっと新発見があるよ。

○小学校５、６年生

□無料

■要事前申込

歴はく倶楽部(くらぶ) 「夏まつり」8/7（金）～8/9（日）

ワークショップ 絵を描いたり、ゾートロープやビー玉万華鏡を作ってみよう！

○親子

□参加費：200 円

■当日申込

福崎町立神崎郡歴史民俗資料館 （０７９０－２２－５６９９）

オカリナ演奏会7/25（土）

13：30～14：30
コンサート 「オカリナフレンズこばと」による演奏会。素朴でやさしい音色をお楽しみください。

○小学生

□無料

■要事前申込

財団法人 柳田國男・松岡家顕彰会記念館 （０７９０－２２－１０００）

柳田國男学習会8/22（土）

14：00～
その他 柳田國男ゆかりの土地を巡ります。

○小学生)

□無料

■要事前申込

柳田國男学習会8/29(土)

14：00～
その他 柳田國男の生い立ちについての説明、尾先白右衛門等のお話。

○小学校高学年

□無料

■要事前申込
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赤穂市立海洋科学館・塩の国 （０７９１－４３－４１９２）

第２３回特別展「ふるさとの自然再発見！！」7/18（土）～8/31（月）

9：00～16：30
その他 赤穂とその周辺の限られた地域で撮影された風景・人・生き物の写真等を展示します。

○一般

□参加費：大人 300 円

小人 150 円

■当日申込

たつの市立埋蔵文化財センター （０７９１－７５－５４５０）

ガラス玉と組みひもづくり8/2（日）、8/29（土）

14：00～
ワークショップ 古代の展示品を見ながら実際にガラス玉を作って古代人の技術を体験して学び親しみます。

○小学生以上

（小学生は保護者同伴）

※たつの市内在住在勤在学者

□参加費：200 円

■要事前申込

兵庫県立西はりま天文台公園 （０７９０－８２－０５９８）

一般観望会毎週日曜日

その他 宿泊なしで、日帰りで参加できる観望会。（悪天候の場合は中止となります。）

○一般

□無料

■当日申込

日食特別観望会7/22（水）

9：30～12：30
その他 南西諸島で皆既日食、兵庫県では部分日食があります。楽しく安全に日食観察を行います。

○一般

□無料

■自由参加

スターダスト２００９ ｉｎ おおなで ～月と星の祭典～8/12（水）

午後～
その他 ペルセウス座流星群の極大の夜に合わせて、さまざまなイベントが行われます。

○一般

□無料

■自由参加

昼間の星の観察会7/19（日）～8/31（月）

13：30～、15：30～
その他

60 センチ望遠鏡を使って昼間に見える金星などを、太陽観察専用の望遠鏡を使って

ご案内します。（毎月、日・祝日も開催）

○一般

□無料

■自由参加

「君もガリレオ」望遠鏡を作ろう！8/2（日）、8/9（日）

14：30～15：30
ワークショップ 今年は世界天文年。その特別企画として、小型望遠鏡を製作して、その場で観察も行います。

○一般

□参加費：1,100 円

■要事前申込

西
播磨

○：対象 □：イベント参加費 ■：申込方法 [入館料等、詳しくは各館へお問合せください]
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あさご芸術の森美術館 （０７９－６７０－４１１１）

アート DE 遊ぼう ～君もアートの魔法使い～8/7（金）～8/9（日）

9：30～16：00
ワークショップ

素材から発想し自由なイメージで作品を作ります。夏休みの宿題もこれで OK。

[8 日は 14：30 終了]

○子ども～大人

□参加費：1,000 円

■事前・当日申込

チャイルド・アートキャンプ （１泊２日）8/7（金）～8/8（土）

9：30～翌日 11：30
ワークショップ 今回はさをり織りや石膏による造形に挑戦。芸術の森に泊まって、制作に取り組もう。

○小学生

□参加費：5,000 円

■要事前申込

伊藤清永美術館 （０７９６－５２－５４５６）

開館 20 周年記念「風の画家 中島潔の世界展～日本のこころふるさとの詩～」

ワークショップ 城下町ふるさとマップを作ろう
7/18（土）～7/20（月・祝）

10：00～15：00
ワークショップ 出石城下を散策しながら、自分だけの絵日記ふるさとマップを作ります。

○小学生

□参加費：1,500 円

■要事前申込 （定員各 10 名）

開館 20 周年記念「風の画家 中島潔の世界展～日本のこころふるさとの詩～」

ワークショップ 影絵でアート 春・夏・秋・冬

7/28（火）、8/4（火）

8/11（火）

13：30～17：00
ワークショップ

自分の影を使ってグループでアートします。どんな作品ができるのか、楽しい企画です。

○小学生

□参加費：1,000 円

■要事前申込 （定員各 10 名）

城崎マリンワールド （０７９６－２８－２３００）

イルカ・アシカショー キッズトレーナー7/19（日）～8/31（月）

1 日 5 回
その他 イルカ・アシカショーのオープニングで、イルカにサインを出すトレーナー体験をします。

○幼稚園児～小学生

□無料

■当日申込

但馬国府・国分寺館 （０７９６－４２－６１１１）

鹿の角でアクセサリーを作ろう！7/25（土）

10：00～12：00
ワークショップ 鹿の角を磨いたり穴を開けたりして、古代のアクセサリーを作ります。

○小・中学生

□参加費：200 円

■要事前申込

夏休み考古学教室－キミも考古学者だ！－7/26（日）

10：00～12：00
ワークショップ 土器の形や色などの違いを見極め、その土器が作られた時代を当てます。

○どなたでも

□参加費：100 円

■要事前申込

いろんな昆虫のお話8/1（土）

13：30～14：30
講演会・レクチャー 兵庫県立人と自然の博物館の虫博士が、世界の昆虫の謎についてお話します。

○小・中学生

□無料

■要事前申込

博物館探検！宝さがしをしよう！8/2（日）

10：00～12：00
ワークショップ 普段は入ることのできない収蔵庫などを探検した後、宝さがしをします。

○小・中学生

□参加費：200 円

■要事前申込

古代船ペーパークラフトを作ろう！8/8（土）

13：30～15：00
ワークショップ 1000 年以上昔の船を紙で作ります。「アメノヒボコ」というビデオも見ます。

○小・中学生

□無料

■要事前申込

古代のアロマ、お香を作ろう！8/9（日）

10：00～12：00
ワークショップ 平安時代の貴族が使っていたものに近いお香を、自分たちで調合しながら作ります。

○小・中学生

□参加費：500 円

■要事前申込

化石を探して標本を作ろう！8/15（土）

10：00～12：00
ワークショップ 石を割って、本物の化石を探します。

○小・中学生

□参加費：500 円

■要事前申込

但馬

○：対象 □：イベント参加費 ■：申込方法 [入館料等、詳しくは各館へお問合せください]
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昆虫のペーパークラフトを作ろう！8/16（日）

10：00～12：00
ワークショップ いろんな昆虫のペーパークラフトを作って、標本箱に飾りつけます。

○小・中学生

□参加費：100 円

■要事前申込

弓矢を作って飛ばそう！8/22（土）

10：00～12：00
ワークショップ 竹で弓矢を作って、実際に飛ばします。

○小・中学生

□参加費：200 円

■要事前申込

草や木でスカーフを染めよう！8/23（日）

10：00～12：00
ワークショップ 藍などを使って、絹のスカーフを染めます。

○小・中学生

□参加費：300 円

■要事前申込

日本・モンゴル民族博物館 （０７９６－５６－１０００）

モンゴルのおやつ作っていただきます7/21（火）

10：00～12：00
ワークショップ 小麦粉でモンゴルの代表的なお菓子を作ります。ミルク茶といっしょにいただきます。

○小学生以上

□参加費：300 円

■要事前申込（定員 10 名）

七宝焼を作ろう7/25（土）

10：00～12：00
ワークショップ 七宝絵の具と銅板の下地において彩色をつけ、炉で焼きます。ペンダントを作ってみよう。

○小学生以上

□参加費：500 円

■要事前申込（定員 15 名）

葉っぱで染めよう7/28（火）

10：00～12：00
ワークショップ 身近にある葉っぱで布を染めてみよう。どんな色や柄に仕上がるか、ワクワクドキドキです。

○小学生以上

□参加費：500 円

■要事前申込（定員 10 名）

オリジナルグラスを作ろう8/8（土）

10：00～12：00
ワークショップ ガラスを削って絵柄をつけます。砂の吹きつけにより曇りガラス状に絵を表現します。

○小学生以上

□参加費：500 円

■要事前申込（定員 15 名）

松ぼっくりでネズミのマスコットを作ろう8/11（火）

10：00～12：00
ワークショップ 松ぼっくりに軽量紙粘土で顔や手足をくっつけてネズミのマスコットを作ります。

○小学生以上

□参加費：100 円

■要事前申込（定員 10 名）

革細工に挑戦8/13（木）

10：00～12：00
ワークショップ 革に好きな柄を打ってキーホルダーや小物をつくろう。

○小学生以上

□参加費：500 円

■要事前申込（定員 10 名）

兵庫県木の殿堂 （０７９６－９６－１３８８）

夏休み定期おもちゃ教室7/19（日）～8/31（月）

13：30～15：30
ワークショップ 電動糸のこを使って木のおもちゃを作ります。

○おやこ

□参加費：500 円

■当日申込

兵庫県立但馬牧場公園・但馬牛博物館 （０７９６－９２－２６４１）

ペアマッチ グラウンドゴルフ7/18（土）

13：30～
その他 親子、夫婦などペアで協力してパット数により順位を競います。

○どなたでも

□無料

■要事前申込

ラベンダー収穫祭7/20（月・祝）

10：00～
その他 ラベンダーの花を刈り取り、ラベンダースティックを製作します。

○どなたでも

□参加費：大人 500 円

こども 300 円

■要事前申込

カブトムシワールドカップ7/26（日）

10：00～
その他 カブトムシによる競技大会でナンバーワンを決定します。（公園のカブトムシもお貸しできます）

○小学生以下

□無料

■要事前申込

パフェづくり体験8/16（日）

13：30～
その他 オリジナルパフェづくりと試食を体験します。

○どなたでも

□参加費：大人 300 円

こども 200 円

■要事前申込
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エッグアート体験教室8/23（日）

13：30～
その他 公園で生まれたダチョウの卵の殻を使って、自分だけのオリジナル作品を作ります。

○どなたでも

□参加費：700 円

■要事前申込

そうめん流し8/8（土）、8/9（日）

13：30～
その他 連結した割竹の中を流れるそうめんをすくって食べます。[限定 100 食]

○どなたでも

□無料

■当日申込

祝丑年・但馬牛まつりプレイベント 但馬牛クイズ9/20（日）～9/23（水・祝）

その他 但馬牛クイズに答えて賞品をゲットしよう。

○どなたでも

□無料

■当日申込

祝丑年・但馬牛まつりプレイベント 但馬牛とモ～っとふれあおう9/20（日）～9/23（水・祝）

その他 但馬牛と写真を撮ったりさわったりしてみよう。

○どなたでも

□無料

■当日申込

兵庫県立円山川公苑美術館 （０７９６－２８－３０８５）

気軽に色あそび 色えんぴつ絵画に挑戦7/19（日）

14：00～16：00
ワークショップ 出品作家から色えんぴつの話題の着色法を学びます。完成作品を公苑で展示します。

○小学生以上

□参加費：1,000 円

■要事前申込

2 学期は芸術家でデビュー こねて陶芸家になった一日7/26（日）

14：00～16：00
ワークショップ 陶芸家から陶芸の楽しさを学びながら作品作りを体験します。

○小・中学生

□参加費：1,000 円

■要事前申込

彫って描いて、木と戯れる 一戯さんの板彫り絵8/23（日）

14：00～16：00
ワークショップ 木彫家から 1 枚の板に彫り描く板彫り絵の体験をします。

○小学生以上

□参加費：1,000 円

■要事前申込
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篠山チルドレンズミュージアム （０７９－５５４－６０００）

手作り田んぼプロジェクト 第 3 回「草取り」7/20（月・祝）

11：00～12：30
14：00～15：30
ワークショップ

ちるみゅーの田んぼに裸足で入って、アイガモと一緒に草取りをしよう。

○子ども

□参加費：200 円

■事前申込（定員 30 名）

ちるみゅー Birthday Cake7/26（日）

11：00～12：30
14：00～15：30
ワークショップ

ちるみゅーの開館 8 周年を記念して、みんなでお祝いのケーキをつくろう。

○子ども

□参加費：300 円

■事前申込（定員 36 名）

おとなりスタッフとあそぼう8/8（土）

13：30～15：30
ワークショップ 夏ならではの遊びや、夏休みの宿題にもぴったりの「ものづくり」のコーナーが出展します。

○子ども

□参加費：300 円

■自由参加

草木を使って染めてみよ！
7/18（土）～8/2（日）

[7/20、7/25～7/26 を除く]

11：00～12：30
14：00～15：30
ワークショップ

山すそを歩いて、染物ができる植物を取ってきたら、布バッグを染めてみよう。

○どなたでも

□参加費：300 円

■事前申込（定員 36 名）

夏のおもいでモビール
8/4（火）～8/7（金）

8/18（火）～8/22（土）

11：00～12：30
14：00～15：30
ワークショップ

今年の夏の思い出を、モビールの飾りにして作り上げよう。

○どなたでも

□参加費：300 円

■事前申込（定員 36 名）

夏休みだ！ちるみゅーのかえっこバザール8/12（水）～8/16（日）

13：30～16：00

ワークショップ 家で遊ばなくなったおもちゃをポイントに交換して他のおもちゃをゲットしよう。

○どなたでも

□無料

■自由参加

かまどの日「とれたて夏野菜ピザ」
8/26（水）～8/30（日）

11：00～12：30
14：00～15：30

ワークショップ 夏野菜をトッピングして、石がまで焼いた香ばしいピザを食べよう。

○どなたでも

□参加費：300 円

■事前申込（定員 36 名）

丹波市立 青垣いきものふれあいの里 （０７９５－８８－０８８８）

河原探検7/26（日）

13：30～15：30
その他 遠阪川に生息する水性生物や魚を観察し、講師に解説をしてもらいます。

○どなたでも

□無料

■要事前申込

星空観察会8/8（土）

19：00～21：00
その他 夏の星座を観察します。夏の大三角形や土星の輪が見ることができるかな？

○どなたでも

□無料

■自由参加

昆虫教室〈昆虫博士になろう〉8/9（日）、8/16（日）

8/23（日）

その他 昆虫の話を聞き、プラスチック樹脂に入れ、標本作りをします。

○小学生以上

□参加費：500 円

■事前申込

兵庫陶芸美術館 （０７９－５９７－３９６１）

Night in TAMBA 親子のナイトミュージアム7/25（土）、8/29（土）

18：30～20：30
講演会・レクチャー

めったに訪れない夜の展覧会。美味しいディナーを食べて、美しい星空を眺めましょう。

http://www.mcart.jp/21/event/detail/oyako.htm

○小・中学生親子

□参加費：大人 3,000 円

こども 2,000 円

■要事前申込

丹波

○：対象 □：イベント参加費 ■：申込方法 [入館料等、詳しくは各館へお問合せください]
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淡路市北淡歴史民俗資料館 （０７９９－８２－２１７７）

むかしのおやつ（ところてん）づくり7/18（土）

9：00～11：00
その他 資料館にある七厘や羽釜を使って天草を煮つめたり、煮汁をしぼる体験をおこないます。

○小学生

□参加費：200 円

■要事前申込

淡路ファームパーク イングランドの丘 （０７９９－４３－２６２６）

すいか割り大会8/13（木）～8/16（日）

14：00～
その他 すいか割りをします。

○どなたでも

□無料

■当日申込

サマースクール8/6（木）、8/20（木）

10：00～15：00
講演会・レクチャー 動物フィギア作り・草木染、その他、動物とふれあいながらのレクチャー。

○小学生

□参加費：2,000 円

■要事前申込

アニマルトラック レンジャー ～動物の足あと探検隊～

7/18（土）～8/31（月）

期間中の土・日・祝日

[7/20（月・祝）8/15（土）・

8/16（日）は除く]

14：00～
その他

さがす・つくる・あそぶをテーマに動物の足あとから身近な自然を知る体験コーナーです。

○小学生

□参加費：1,000 円

■要事前申込

淡 路

○：対象 □：イベント参加費 ■：申込方法 [入館料等、詳しくは各館へお問合せください]


