
博物館を

楽しもう！



オルゴールミュージアム ホール・オブ・ホールズ六甲
神戸市灘区六甲山町北六甲 4523-145 （０７８－８９１－１２８４） [HP あり]

オルゴール組立体験7/16（金）～8/31（火）

１0：30～15：30（毎時

30 分からスタート）
ワークショップ その他

オルゴール作りに挑戦しましょう。オリジナル・プラネタリウム・キットもご用意しています。
※幼稚園生～小学校低学年のお子様は保護者の方同伴で参加していただけます。

○小学校 3 年生以上

□1,500 円～※ただし要入館料

■当日申込

クイズに答えてオルゴール博士になろう！7/16（金）～8/31（火）

１0：00～17：00
その他 館内の展示を見ながら、クイズに正解するとオルゴール博士に認定され、認定証が貰えます。

○小学生以下

□無料※ただし要入館料

■自由参加

神戸海洋博物館・カワサキワールド 神戸市中央区波止場町 2-2 （０７８－３２７－８９８３） [HP あり]

夏休み船の水彩画教室7/25（日）

10：00～12：00

13：00～15：00
ワークショップ

透明水彩画家 志磨 画伯の指導のもと、船の絵を描く水彩画教室です。

○小学生と保護者

□無料

■要事前申込

夏休みポンポン船工作教室8/1（日）

13：00～16：00
ワークショップ ローソクのエネルギーを用いて走る空き缶の船を作る教室です。

○小 4～6 年と保護者

□1,000 円

■要事前申込

夏休みボトルシップ教室8/22（日）

13：00～16：00
ワークショップ 清涼飲料水のビンの中に船の模型を作る教室です。

○小・中学生と保護者

□1,000 円

■要事前申込

ロープワーク教室と神戸港見学8/25（水）

13：00～16：00
ワークショップ ロープの結び方と神戸港を見学する教室です。

○小・中学生と保護者

□無料

■要事前申込

神戸市水の科学博物館 神戸市兵庫区楠谷町 37-1 （０７８－３５１－４４８８） [HP あり]

サマーライブ・キッズエコ工作7/18（日）

12：30～16：00
コンサートワークショップ コンサートやおはなし紙芝居とうた・キッズエコ工作をおこないます。

○こどもと保護者

□無料

■自由参加（エコ工作は定員あり）

水質ってなんだろう？7/24（土）・25（日）

10：00～、13：30～
その他 水道水・わき水の検査や顕微鏡で水中の生き物も見てみよう

○こどもと保護者

□無料

■自由参加（定員あり）

夏休みの自由課題のお手伝い？「水道について調べてみよう」

工作教室「水道で使っている材料で水鉄砲をつくろう」
8/7（土）・8（日）

10：30～12：00
その他ワークショップ 神戸の水道について勉強してみよう。

○こどもと保護者

□無料

■自由参加（定員あり）

「昔あそび・工作」8/11（水）～15（日）

10：00～15：00
ワークショップ 折り紙や紙細工など昔からの遊びをおこないます。

○こどもと保護者

□無料

■自由参加（定員あり）

子どもたちのための「水道何でも相談室」8/14（土）・15（日）

9：30～16：00
その他 水道に関する質問、何でも受け付け回答します。

○こどもと保護者

□無料

■自由参加

神戸市立王子動物園 神戸市灘区王子町 3-1 （０７８－８６１－５６２４） [ＨＰあり]

夏休み自由研究サポート展「動物園・ふしぎ発見！」7/10（土）

～10/12（火）

その他 動物園で、どんな自由研究ができるかを紹介する特別展です。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入園料

■自由参加

夏休み おもしろ動物教室8/15（日）

13：30～14：30
講演会・レクチャー カバについて、クイズとお話で学んでもらいます。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入園料

■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]



夏休み自由研究サポートＤＡＹ8/1（日）～31（火）

※ただし休園日除く

講演会・レクチャー 動物園での夏休み自由研究のアドバイスや資料の提供などをします。

○小学生

□無料

■自由参加

神戸市立小磯記念美術館 神戸市東灘区向洋町中 5-7 （０７８－８５７－５８８０） [ＨＰあり]

こども解説会「岸田劉生の軌跡展」7/24(土)、8/1 (日)

11：00～11：30
講演会・レクチャー 「岸田劉生の軌跡」のみどころをわかりやすくお話しする家族向けの解説会です。

○こどもと保護者

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

子どものための美術講座 美術館大作戦２「墨で描こう」8/7(土)、8/14(土)

13：30～16：00
ワークショップ 水墨画家のミー・トンイン氏を招き、水墨画の技法や美しさを味わい、水墨画に挑戦します。

○小学１年生～中学３年生（大

人同伴可）

□児童・生徒は無料（のびのび

パスポート持参）

■要事前申込

小磯さんとゆかりの画家たちについての相談会8/8（日）

11：00～12：00
14：00～15：00
その他

小磯さんやゆかりの画家についての質問や資料提供を行います。

○小学１年生～中学３年生

□無料

■自由参加

子どものための美術講座 夏休みスペシャルイベント「絵の具をつくろう」8/13（金）

9：30～12：00
13：30～16：00
ワークショップ

サクラクレパス（株）の協力により、昔の画家が行っていた方法で絵の具を作り、試しに描きます。

○小学１年生～中学３年生（大

人同伴可）

□児童・生徒は無料（のびのび

パスポート持参）

■要事前申込

ＲＩＣアートカプセル 2010 プレイベント「ＲＩＣエコアート広場」8/22（日）

11：00～16：00
ワークショップ 美術作品の梱包材料を再利用して、新しい命を吹き込みます。

○どなたでも

□一部材料費必要

■当日申込

神戸市立森林植物園 神戸市北区山田町上谷上字長屋 1-2 （０７８－５９１－０２５３） [ ＨＰあり ]

第 3 回ネイチャーゲーム大会7/25（日）

10：30～
13：30～
その他 忍者はどこだ、めかくしいもむし 他

○小学生以上

□中学生 200 円、小学生 100 円

※ただし要入園料

■当日申込

こども植物画教室7/29（木）

10：00～15：30
ワークショップ 植物画を描きます

○小学生・中学生

□無料 ※ただし要入園料

■要事前申込（定員 25 名）

星空観察会「春から夏の星座と惑星大集合」7/30（金）

19：00～20：30
その他 国際天文年にちなんで星空の観察「夏の大三角」など、望遠鏡を通して観察します。

○どなたでも

□無料

■要事前申込（問：神戸親和女

子大学まで 078-591-5243）

自然観察会「生田川を探ろう」8/1（日）

10：30～15：00
その他 森林植物園に棲む昆虫や魚を親子で観察します。

○幼稚園以上の親子

□無料 ※ただし要入園料

■要事前申込（定員 20 組・FAX）

自然観察会「タイムカプセル 神戸の植物化石を探ろう」8/7（土）

10：30～12：00
その他 植物化石を実際にハンマーを使って見つけ出す体験学習と 3,500 万年前の神戸層群のお話。

○小・中学生

□無料 ※ただし要入園料

■要事前申込（定員 20 名・FAX）

自然観察会「六甲山のネズミたちに出会おう」8/8（日）

9：30～12：00
その他 六甲山で発見され、その名が付いたスミスネズミについて、その生態などを探ります。

○小・中学生

□無料 ※ただし要入園料

■要事前申込（定員 20 名・FAX）

神戸市立須磨海浜水族園 神戸市須磨区若宮町 1-3-5 （０７８－７３１－７３０１） [ ＨＰあり ]

海のスノードームを作ろう8/22（日）

13：30～
ワークショップ 貝殻などを組み合わせて、ビンの中に小さな海を作りませんか？

○こどもと保護者

□1 セット 300 円 ※ただし要入園料

■要事前申込（定員 50 名、往

復はがきか FAX、8/14 締切）

夏休み生きもの標本鑑定会8/28（土）

10：00～15：00
その他 動物や植物の講師と一緒に生きものの名前や生態を知ろう。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入園料

■自由参加



神戸市立青少年科学館 神戸市中央区港島中町 7-7-6 （０７８－３０２－５１７７） [HP あり]

夏の特別展 ふしぎのくにの かがくかん7/17（土）～8/31（火）

9：30～18：00
ワークショップ 曜日ごとに内容が変わるミニ工作コーナー（要 100 円）もあります。

○こどもと保護者

□展示室入館料

■自由参加

夏休みスタンプラリー めざせ！！かがくかんマスター☆7/17（土）～8/31（火）

9：30～19：00
その他 専用カードで、期間中の科学館催しに参加しスタンプを集めていただきます。

○どなたでも

（カードは 1 人 1 枚）

□展示室・プラネタリウム

入館料

■自由参加

プラネタリウムが熱い 10 日間8/21（土）～31（火）

10：00～19：00
その他 期間中、プラネタリウムは通常番組に加えて、特別番組を 1 日 3 本投映します。

○どなたでも

□プラネタリウム入館料

■自由参加

神戸市立博物館 神戸市中央区京町 24 （０７８－３９１－００３５） [ＨＰ あり]

まなぼう！あそぼう！～親子で楽しむ体験講座～
7/24（ 土 ）～8/28（ 土 ）

毎週土曜日
11：00～12：00・
14：00～15：00
ワークショップ

博物館の収蔵品にちなんだ、親子で楽しむ体験型講座です。

○中学生以下の子どもとその

保護者

□無料 ※ただし要入館料

■当日申込(各先着 15 名)

こどものためのワークショップ「多色版画に挑戦しよう」8/21（土）

14：00～16：00
ワークショップ 浮世絵の技法を学び、多色刷り版画づくりに挑戦します。

○小学４年生～中学生

□500 円

※ただし保護者は要入館料

■要事前申込(定員20名、往復

ハガキ、8/9 必着)

こどものためのワークショップ「砂絵で再現！浮世絵の世界！」9/11（土）

14：00～16：00
ワークショップ 浮世絵の特徴を学び、砂絵で浮世絵の世界を再現します。

○小学４年生～中学生

□500 円

※ただし保護者は要入館料

■要事前申込(定員20名、往復

ハガキ、8/30 必着)

「ボストン美術館浮世絵名品展」親子鑑賞会9/20（月・祝）

10：00～12：00
14：00～16：00
その他

やさしい解説を聞いたあと、親子で楽しく展覧会を鑑賞します。時間は午前、午後を選択。

○中学生以下の子どもとその保護者

□無料 ※ただし保護者は要入館料

■要事前申込(定員各回 120

組、往復ハガキ、8/30 必着)

ＫＯＢＥとんぼ玉ミュージアム 神戸市中央区京町 79 日本ビルヂング２F （０７８－３９３－８５００） [HP あり]

とんぼ玉制作体験全日
10：00～18：45

ワークショップ バーナーで棒ガラスを熔かして、丸いとんぼ玉を作ろう！

○小学校 3 年生以上、保護者

□1,200 円（とんぼ玉のみ）

■要事前申込（4 名以下は随時）

神戸ゆかりの美術館 神戸市東灘区向洋町中 2-9-1 （０７８－８５８－１５２０）

ゆかり親子ミュージアム「耳をすませてみよう！絵画にひびく音の世界」7/19（月・祝）、8/7（土）

10：30～12：30
ワークショップ 絵画を、絵画にまつわる物語や音楽、映像等のしかけを通していつもとは違った視点で鑑賞を深めます。

○小学 1 年生以上と保護者

□無料 ※ただし要入館料

■要事前申込（電話、FAX）

美術館バックヤードツアー「学芸員のお仕事を体験！」8/12（木）

10：30～12：30
ワークショップ 普段は見ることのできない美術館の裏側を見学し、学芸員の仕事を体験します。

○小学 1 年生～中学 3 年生

□無料 ※ただし要入館料

■要事前申込（往復はがき）

ＲＩＣエコアート広場「自分だけの空間づくり」8/22（日）

12：00～16：00
ワークショップ 絵画などを梱包していた木材を再利用して、お部屋の中に置く自分だけのお気に入り空間を作ります。

○小学 4～6 年生

□無料

■要事前申込（往復はがき）

世良美術館 神戸市東灘区御影 2-5-21 （０７８－８２２－６４５６） [HP あり]

花の絵はがきをつくろう8/18（水）

14：00～15：00
ワークショップ 変色しないおし花をつかってかわいいポストカードをつくります。

○5 歳以上

□500 円

■要事前申込



財団法人 竹中大工道具館 神戸市中央区中山手通 4－18－25 （０７８－２４２－０２１６） [ＨＰあり]

夏休み子ども体験教室8/21（土）

13：30～16：00
ワークショップ 大工の技を見学し、大工道具を使って工作をしてみましょう（工作内容：マガジンラック）

○小学 4 年生～中学 3 年生

□無料※保護者は要入館料

■要事前申込（定員 15 名、8/2

締切）（詳細はＨＰ）

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2 （０７８－２６２－５５０２） [ＨＰあり]

地震体験車を体感しよう！8/7（土） ①

8/8（日）、8/14（土）、
8/15（日） ②

ワークショップ
夏休み恒例の「地震体験車」が今年もやってきます。ご家族で地震の揺れを体感できます。

①9:30～12:00 ②13:00～16:00

○子ども～大人

□無料

■自由参加（先着順）

煙ブース 水消火器を体感しよう！8/8（日）

13：00～16：00
ワークショップ 「水消火器」や、「煙ブース」で、いざ火災、という時の行動を学び、備えます。

○子ども～大人

□無料

■自由参加（先着順）

防災楽習迷路を体感しよう！8/14（土）、15（日）

13：00～16：00
ワークショップ NPO ひまわりの夢企画が開発した、楽しく防災を学べる「迷路」が今年も登場。

○子ども～大人

□無料

■自由参加（先着順）

工作ワークショップ「T シャツサンダル＝T サンをつくろう！」7/24（日）、7/31（日）、
8/1 （ 日 ） 、 8/21 （ 土 ） 、
8/28（土）、8/29（日）
ワークショップ

使わなくなった T シャツを使った工作で、自分の足にぴったりフィットするはきものを作ります。

①11:00～12:00 ②14：00～15：00 ※使わなくなった T シャツをお持ち下さい。

○子ども～大人

□無料 ※ただし要入館料

■要事前申込（定員 20 名）

兵庫県立美術館 神戸市中央区脇浜海岸通 1-1-1 （０７８－２６２－０９０１） [HP あり]

こどものイベント「夏休みスペシャル ①」8/7（土）

13：30～15：30
ワークショップ 県立美術館のコレクションを楽しみながら、自分の作品をつくろう。夏休みの工作の宿題になるかも！？

○小学校 3 年生～中学校 3 年生

□500 円程度

■要事前申込

こどものイベント「夏休みスペシャル ②」8/8（日）

13：30～15：30
ワークショップ 県立美術館のコレクションを楽しみながら、自分の作品をつくろう。夏休みの工作の宿題になるかも！？

○小学校 3 年生～中学校 3 年生

□500 円程度

■要事前申込

「水木しげる・妖怪図鑑」展 おやこ解説会「妖怪三昧」8/25（水）

13：30～14：15
講演会・レクチャー 展覧会に出てくる妖怪のお話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

UCC コーヒー博物館 神戸市中央区港島中町 6-6-2 （０７８－３０２－８８８０） [HP あり]

キッズカフェ２０１０ “香り作り！＆味作り！”8/20（金）、21（土）

13：30～16：00
ワークショップ 親子で「コーヒー豆の焙煎」と「冷たいドリンクメニュー」に挑戦して頂きます。

○小学校 4～6 年生と保護者

□親子 2 名様で 2,500 円

1 名様追加料金 1,000 円

■要事前申込（定員各 24 名、

受付窓口及び電話、先着順）

六甲高山植物園 神戸市灘区六甲山町北六甲 4512-150 （０７８-８９１－１２４７） [ＨＰあり]

クイズラリー「はな博士になろう！」7/17（土）～8/31（火）
10：00～16：30
その他 クイズに答えて、植物について楽しく学びましょう。全問正解者には「はな博士認定書」を贈呈！

○こどもと保護者

□無料 ※ただし要入園料

■自由参加

植物園の素材を使って！「ネイチャークラフト体験」
7/19（月･祝）～8/29（日）

土日祝日、お盆期間

10：00～16：00
ワークショップ シラカバなど植物園で採れた木々を使って、マイボールペン、モミジの押し葉で家の表札作りも。

○こどもと保護者

□500 円～ ※ただし要入園料

■自由参加

～森の香りと夜の花～みつろうキャンドルと夜の森7/25（日）

17：30～19：30
ワークショップ みつろうキャンドル作りの後は夕暮れの園内散策。夕方から開く花を見学します。

○どなたでも

□1,000 円(ハーブティ付き)

■要事前申込（電話）

森の夕涼みコンサート7/31（土）

18：00～19：30
コンサート 葉のざわめきとフルートのハーモニーに加え、ヒグラシのリズミカルな鳴き声が参加し大合奏が始まります。

○どなたでも

□700 円

■自由参加



芦屋市立美術博物館 芦屋市伊勢町 12-25 （０７９７－３８－５４３２） [ＨＰあり]

光が動く，形が動く7/31（土）、8/1（日）

14：00～15：30
ワークショップ 画用紙，木材，ガラクタなど，身の回りの材料をつかって不思議な影の作品をつくります。

○小学生

□500 円

■要事前申込

ゆれる光，おどる色彩8/7（土）、8/8（日）

14：00～15：30
ワークショップ ブリキの板に色を塗り，太陽やライトの光をあつめて，カラフルな光の動きで遊びます。

○小学生

□500 円

■要事前申込

こんにちは吉原治良さん8/22（日）

14：00～15：30
ワークショップ 絵をよく観察し，その中で気になった点や線をもとにして作品をつくります。

○小学 4～6 年生

□500 円

■要事前申込

（財）尼崎市総合文化センター 尼崎市昭和通 2-7-16 （０６－６４８７－０８０６） [HP あり]

花輪をつくろう！8/20（金）

13：00～15：00
ワークショップ 本場淀川の漂流物などをリサイクルして、開店祝いなどで飾られる花輪を作ります。

○小・中学生

□無料

■自由参加

ぶたを作ろう！8/20（金）

14：00～17：00
ワークショップ 溶かしたロウワックスをぶたの顔型に流し込み、削りだしてぶたの顔を作ります。

○小学生以上

□無料

■自由参加

人間観察 親子編8/28（土）

13：30～15：30
ワークショップ 私たちに一番身近な動物は“人間”かもしれません。親子でお互いを観察してみよう。

○小・中学生と保護者

□無料

■要事前申込

尼崎市立田能資料館 尼崎市田能 6-5-1 （０６－６４９２－１７７７） [HP あり]

夏休み親子考古学教室「体験！考古学者」8/21（土）

10：30～15：00
ワークショップ 田能遺跡出土の土器を洗い文様を写し取り、焼き物のかけらつなぎをします。

○小学校 4 年生以上と保護者

□105 円

■要事前申込

エンバ中国近代美術館 芦屋市奥池町 12-1 （０７９７-３８－００２１） [HP あり ]

夏休み子ども陶芸教室7/26（月）、7/27（火）

10：00～12：00
13：00～15：00
ワークショップ

親子で楽しめる一日陶芸教室です、自由なテーマで焼き物にチャレンジ！

[午前・午後計 4 クラス実施]

○幼・小・中学生と保護者

□1,800 円

■要事前申込（定員各 30 名、

電話、7/21 締切）

西宮市貝類館 西宮市西宮浜 4-13-4 （０７９８－３３－４８８８） [HP あり ]

夏休みクイズラリー7/18（日）～8/31（火）

その他 館内をまわりクイズに答えてもらい、夏休み終了後抽選で 20 名の方に美しい貝をプレゼント。

○小学生

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

貝と粘土の工作教室8/7（土）、8/8（日）

ワークショップ
貝と粘土を使っていろいろな作品づくりに挑戦してみませんか。[会場：西宮浜公民館講堂]

[両日共午前の部 10：00～12：00 午後の部 13：30～15：30]

○小学生（3 年生までは要保護者）

□500 円

■要事前申込（定員各 50 名、

7/24 締切）

ちりめんモンスターを探せ！！8/21（土）、8/22（日）

10：00～16：00
ワークショップ ちりめんじゃこに隠れているタコやカワハギなどの「ちりめんモンスター」を探そう！！

○幼稚園児～高校生及び保護者

□100 円 ※ただし要入館料

■当日申込（先着順、材料がな

くなり次第終了）

夏休み採集生物相談教室8/29（日）

10：00～16：00
講演会・レクチャー 夏休みに見つけた貝や昆虫、植物などを専門家に見てもらい、種類や名前を調べませんか。

○幼稚園児～高校生及び保護者

□無料 ※ただし要入館料

■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]



西宮市立郷土資料館 西宮市川添町 15-26 （０７９８-３３－１２９８） [HP あり]

夏休み親子紙すき8/7（土）

13：15～15：30
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：0797-61-0880）

○5 歳以上の親子

□中学生以下 500 円

一般 800 円

■要事前申込（電話）

第 25 回親と子の郷土史講座
8/21（土）～23（月）

10：00～14：30
23 日は 9:00～17:00

その他
体験学習と臨地見学会を交えた、親子で楽しく郷土史を学ぶ 3 日間連続講座です。

○小学 5・6 年生と保護者

□有料

■要事前申込（往復はがき、FAX）

（財）堀江オルゴール博物館 西宮市苦楽園四番町 7-1 （０７９８-７０－０６５６） [HP あり]

夏休みこどもプログラム「オルゴールやオルガンの音と仕組み」8/6（金）～8/8（日）

10：00～11：00
その他コンサート オルゴールやオルガンの構造を小学生向けにわかりやすく解説します。

○小学生と保護者

□無料

■要事前申込



大阪青山歴史文学博物館 川西市長尾町 10-1 （０７２－７９０－３５３５） [HP あり]

和綴じに挑戦！オリジナルノートを作ろう８/１（日）

10：00～12：00

14：00～16：00
ワークショップ

日本古来の和綴じの手法で、自分だけのノートを製作する実習講座です。

○小学生（保護者同伴）

□300 円

■要事前申込

（各回 15 名・電話 7/15 より）

兵庫県立人と自然の博物館 三田市弥生が丘 6 （０７９－５５９－２００１） [ＨＰあり]

ミニ逆さビデオカメラを作ろう7/25（日）

10：30～16：00
ワークショップ ハサミとテープだけで、なんでも逆さまに写る楽しいビデオカメラを作りましょう。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

鳥のくちばしを観察しよう8/2(月)・8/3(火)・8/4(水)

10：30～14：30
ワークショップ いろいろな鳥のくちばしを観察して、スケッチしてみましょう。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

昆虫標本づくり実演コーナー２０１０8 月中の毎土・日・月
13：00～15：00
講演会・レクチャー 標本づくりのプロが昆虫標本をつくりながら解説をします。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

楽しい蚊帳（かや）遊び8/18(水)・8/19(木)

13：00～15：00
ワークショップ 博物館の横の公園で虫をつかまえて、蚊帳（かや）の中に放して遊びましょう。

○小学校低学年まで

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

カメラをつくって撮影・現像まで（初級編）8/22（日）

13：00～15：30
ワークショップ ハサミとセロテープを使った簡単な工作でカメラを作り、青焼き用紙で撮影・現像します。

○小学生以上

□500 円

■要事前申込（8/2 までに）

土の中のむし8/22（日）

13：00～16：00
ワークショップ 土の中からいろんなむしを見つけ出して調べてみましょう。夏休みの宿題もこれで、バッチリです！

○小・中学生

□600 円

■要事前申込（8/2 までに）

熱帯の森の音を楽しむ8/28(土)

11：30～12：00
ワークショップ 熱帯の森に暮らす哺乳類や鳥類がかなで音を聞きながら、クイズ形式で展示解説をおこないます。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

君も発掘隊員！恐竜化石発掘体験会8/29（日）

ワークショップ 恐竜化石の発掘体験をしてみよう！ [①11：00～12：00 ②13：00～14：00 ③15：00～16：00]

○小学生以上

□500 円 ※ただし要入館料

■当日受付（整理券を配布）

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]



明石市立天文科学館 明石市人丸町 2-6 （078-919-5000） [HP あり]

特別投影「夏休み天文講座」7/28、8/4、11（水）

9：50～10：40
講演会・レクチャー 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。

○小学生以上

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

自由研究なんでも相談コーナー7/28、8/4、11（水）

10：50～11：30
講演会・レクチャー 自由研究を進めるにあたって質問を受け付けたり、アドバイスをします。

○小学生以上

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

キッズ・プラネタリウム 「宇宙大冒険」7/10（土）～8/29（日）

の土日・祝日

11：00～12：00
その他

子供たちにもわかりやすく、プラネタリウムで星や星座・宇宙の話をお話します。

○幼児・小学校低学年

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

納涼フェスティバル8/12（木）～15（日）

その他 軌道星隊シゴセンジャーの登場するキッズ・プラネタリウムなど、楽しいコーナーがたくさんあります。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

科楽セミナー8/8、22、29（日）

講演会・レクチャー 各回のテーマに沿った、わかりやすい科学のお話を講師の方に講演していただきます。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

明石市立文化博物館 明石市上ノ丸 2-13-1 （０７８－９１８－５４００） [ＨＰあり]

明石プラモデル甲子園7/10（土）

10：00～17：00
その他 プラモデル甲子園エントリーの方々の作品審査、表彰式、作品展示 を開催します。※見学のみ

○小学生以上と保護者 一般

□無料

■自由見学

むかし遊び塾7/10（土）

13：30～16：00
その他 コマ、ベーゴマまわし 竹鉄砲、わりばし鉄砲、メンコやあやとり、お手玉遊びなどを体験できます。

○小学生以上と保護者 一般

□無料

■自由見学

「エコバッグ」づくり体験7/10（土）

13：30～16：00
ワークショップ カラフルなポスターチラシで自分だけのエコバッグ作りを行います。できあがったものは持ち帰れます。

○小学生以上と保護者 一般

□無料

■自由見学

明石プラモデル甲子園7/11（日）

10：00～14：00
その他 プラモデル甲子園参加者の作品展示です。

○小学生以上と保護者一般

□無料

■自由見学

おもちゃ作り（夏休み工作教室）8/8（日）

14：00～16：00
ワークショップ 竹製の回転人形、すりこぎプロペラ回し、わりばし鉄砲などをつくります。

○小学生以上と保護者 一般

□250 円

■事前申込（電話・8/1 より）

鶴林寺宝物館 加古川市加古川町北在家 424 （０７９－４５４－７０５３） [ＨＰあり]

夏休み親子文化財教室7/19（月・祝）

9：00～12：00
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。

○小・中学生と保護者

□無料

■自由参加

加古川総合文化センター 加古川市平岡町新在家 1224-7 （０７９－４２５－５３００） [ＨＰあり]

プラネタリウム番組「ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検」7/17(土)～11/14（日）

その他
みなさんおなじみの「ドラえもん」が、ハイビジョン大画面でプラネタリウムに登場！！

[7/21～8/31 毎日４回投影 ①11:00 ②13:20 ③14:40 ④16:00]

○どなたでも

□高校生以上 400 円

4 歳～中学生 100 円

■当日申込

宇宙科学館サイエンスショー「コタローと学ぼう ～外来生物ってなに？～」7/31（土）

講演会・レクチャー 最近新聞でも話題になっている「外来生物」についてのお話。[①14:10～14:40 ②15:30～16:00]

○小学生以下とその保護者

□無料 ※ただし要入館料

■当日申込

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]



宇宙科学館サイエンスショー「低温の世界 ～液体窒素を使って～」8/1（日）

講演会・レクチャー -１９６℃の液体窒素によるふしぎな現象を実験します。[①14:10～14:40 ②15:30～16:00]

○小学生以下とその保護者

□無料 ※ただし要入館料

■当日申込

ポケットモンスターブラック・ホワイト先行体験 ポケモンサーチャーＢＷ

～伝説のポケモンを探せ！～
8/14（土）

11：00～17：00
その他 大人気のポケットモンスターの世界へ飛び込む疑似体験やゲームの最新作が楽しめます。

○小学生

□無料

■当日申込

宇宙科学館サイエンスショー「身のまわりのふしぎを解明しよう ～三色の竜山石とシャボン玉～」8/14（土）

講演会・レクチャー
火で変化する「竜山石」や、みんな大好きな「シャボン玉」のふしぎな世界へご案内！

[①14:10～14:40 ②15:30～16:00]

○小学生以下とその保護者

□無料 ※ただし要入館料

■当日申込

播磨町郷土資料館 加古郡播磨町大中 1-1-2 （０７９－４３５－５０００） [ＨＰあり]

こども郷土記者クラブでわくわく体験（4 日教室）
7/18（日）、28（水）

8/10（火）、11（水）

9：30～16：00
ワークショップ ふるさとの偉人や文化財について取材し、播磨町のすばらしさが発見できる調査・研究教室！

○小学 4 年生以上

□100 円

■要事前申込（定員 10 名・電話）

弥生の布を織る（2 日教室）7/24（土）、25（日）

10：00～16：00
ワークショップ 弥生時代の原始的なはた織り機で、マフラーを織ってみるこだわり教室！

○小学 3 年生以上

□500 円

■要事前申込（定員 15 名・電話）

竪穴住居を復元する（2 日教室）8/1（日）、2（月）

10：00～16：00
ワークショップ

自然の材料で弥生時代の 1/20 の復元住居をつくるこだわり教室！

○どなたでも

□300 円

■要事前申込（定員 10 名・電話）

古代窯で古代土器を焼く（3 日教室）8/6（金）、8（日）

8/21（土）、22（日）
ワークショップ

古代土器をつくり、窯もつくって土器を焼く体験教室！古代米を土器で炊いて食べる試食もあります。

【8/6・8/8＝いずれか一日土器づくり、8/21＝窯づくり・窯たき、8/22＝窯出し]

○どなたでも

□500 円

■要事前申込（定員 25 名・電話）

ゆるキャラ・ランチョンマットをつくる8/28（土）

13：00～16：00
ワークショップ いせきくん・やよいちゃんを切り抜き、藍染でかわいいランチョン・マットを作ってみませんか。

○どなたでも

□500 円

■要事前申込（定員 15 名・電話）

拓本ですてきな T シャツをつくる8/29（日）

10：00～16：00
ワークショップ 瓦や土器の文様、自然の葉っぱを墨で抜き取ってオリジナル T シャツがつくれる教室！

○どなたでも

□300 円 （T シャツ持参）

■要事前申込（定員 15 名・電話）

兵庫県立考古博物館 加古郡播磨町大中 1-1-1 （０７９－４３７－５５８９） [ＨＰあり]

縄文人オンステージ7/31（土）

13：00～15：00
その他 古代人がむかしの「ワザ」を披露します。楽しく遊ぼう。クイズ大会もあります。

○幼児～小学生

□無料

■当日受付（定員 100 名）

ナゾときにチャレンジクイズラリー7/17（土）～8/31（火）

の毎日曜日

13：30～16：00
ワークショップ

企画展にあわせた縄文時代のクイズに答えて博物館のオリジナルグッズをゲットしよう！

○小学生～中学生

□無料 ※ただし要観覧券

■当日申込（定員先着 50 名）

本物を見ながら勾玉づくり8/13（金）、8/28（土）

13：00～15：30
ワークショップ 硬い石をつかって本物の勾玉を参考に作ってみよう。大変ですができたときの喜びはひとしおです。

○小・中学生

□600 円

■要事前申込（定員 20 名）

古代の組ひもづくり8/20（金）

13：00～15：30
ワークショップ 指で編む不思議な組みひも。自分だけの作品をつくってみよう。

○小・中学生

□400 円

■要事前申込（定員 10 名）

考古博で写生会8/21（土）

10：00～15：00
ワークショップ 考古博の展示品をスケッチしてみよう。夏休みの宿題に、まだ間に合いますよ！

○小学生

□無料

■事前申込（定員 30 名）



小野市立好古館 小野市西本町477 （０７９５－６３－３３９０） [HPあり]

竹でおもちゃを作って遊ぼう7/31（土）

9：30～12：00
その他 竹で水てっぽうや紙玉てっぽうをつくって遊びます。

○市内の小学 3 年～６年生

□無料

■要事前申込（定員 30 名）

城下町を訪ねる～龍野～8/4（水）

9：00～17：00
その他 龍野の城下町散策と醤油工場見学・醬油づくり体験

○市内の小・中学生・保護者

□小中学生 30 円

保護者 330 円

■要事前申込（定員 30 名）

コープこうべ協同学苑史料館 三木市志染町青山 7-1-4 （０７９４－８５－５５００） [HP あり]

アイク先生とえいごで遊ぼう7/21（水）

10：00～11：00
その他 えいごを使ってゲームをしたり、アメリカについて学びます。

○小学生（低学年）

□1,680 円

■要事前申込

たいけん！日本舞踊ってどんなもの？7/28（水）

15：00～15：55
その他 ゆかたの着付けを学び、そして親子でゆかたで日本舞踊に挑戦してみましょう！

○小学生と保護者

□1,575 円

■要事前申込

ママとわたしの伝言板 ～黒板づくり～8/4（水）

10：00～12：30
その他 オリジナル黒板をつくります。

○小学生

□2,205 円

■要事前申込

行ってみよう！防災センター＆E－ディフェンス8/18（水）

その他 防災について勉強します。起震車にも乗って地震の体験。

○年長以上のこどもと保護者

□1,890 円

■要事前申込

にしわき経緯度地球科学館｢テラ･ドーム｣ 西脇市上比延町 334-2（０７９５－２３－２７７２） [HP あり]

「人力発電」展7/17(土)～11/7(日)

10:00～18：00
その他 ペダルをこいだり、ハンドルを回して電気を起こしましょう！

○どなたでも

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

夜のスターウォッチング毎週木・金・土曜日
19：30～21：00
その他 81cm 大型反射望遠鏡でいろいろな星を観察することができます。

○どなたでも

□200 円

■要事前申込(当日でも可)

子ども科学教室毎週、日曜・祝日
13：30～14：00
15：30～16：00
その他

身近な材料を使った実験や工作で科学のふしぎを体験できます。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入館料

■自由参加

西脇市岡之山美術館 西脇市上比延 345-1（０７９５－２３－６２２３） [HP あり]

岡之山美術館夏休み子ども講座8/22（日）

13：30～15：30
その他 ダンボールと木でオブジェを作り、想像力を膨らませて創ることの楽しさを感じてもらう講座です。

○小学 1 年生～小学６年生

□300 円

■要事前申込

兵庫県立フラワーセンター 加西市豊倉町飯森 1282-1（０７９０－４７－１１８２） [HP あり]

不思議な食虫植物展7/2(金)～9/28（火）

9：00～17：00
その他 大温室内【四季の花室】で食虫植物の原種・園芸種を展示します。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入園料

■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]



食虫植物教室7/25（日）・8/22（日）

13：00～15：00
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 ※ただし要入園料

■要事前申込

植物スケッチ教室8/1（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 ※ただし要入園料

■要事前申込

夏休み子供フラワーセンター探検隊8/8（日）

10：30～12：00
ワークショップ 職員と一緒に園内の植物や生物を見て、触れて観察します。

○小学生とその保護者

□無料 ※ただし要入園料

■要事前申込

サマーイルミネーション8/13(金)～9/5（日）

の金・土・日曜日

17：30～21：00
その他

園内の一部を夜間開放し、イルミネーションで彩られた花壇をご覧いただけます。

○どなたでも

□無料

■自由参加

三木市立堀光美術館 三木市上の丸町 4-5 （０７９４－８２－９９４５） [HP あり]

こゆりの小さなイラスト展 こゆりさんと一緒にぬり絵をしよう！8/1（日）

13：00～15：00
ワークショップ こゆりオリジナルキャラクターにカラーペンでぬり絵をします。

○子どもと保護者

□無料

■自由参加



日本玩具博物館 姫路市香寺町中仁野 671－3 （０７９－２３２－４３８８） [HP あり]

ゴム動力で進む船7/23（金）

10：00～12：00
ワークショップ 牛乳パックを船体にゴム動力で水車をまわして前進する船を作ります。

○小学生

□500 円

■要事前申込

クルクル回る飛行塔8/4（水）

10：00～12：00
ワークショップ 紙コップでタワー、厚紙で飛行機を作り、クルクル飛行機が回転する楽しい飛行塔を作ります。

○小学生

□500 円

■要事前申込

牛乳パックで作る汽車8/11（水）

10：00～12：00
ワークショップ 牛乳パックで楽しい機関車を作ります。

○小学生

□500 円

■要事前申込

牛乳パックで作る自動車8/26（木）

10：00～12：00
ワークショップ 牛乳パックで車体を作り、かっこよく、良く走る自動車を作ります。

○小学生

□500 円

■要事前申込

江戸のからくり玩具･かくれ屏風7/25（日）、8/1（日）、
8/8（日）、14（土）、

8/22（日）、29（日）

14：00～15：00
ワークショップ

江戸時代流行のからくり玩具を作ります。屏風を折りたたんで開けると絵が消えます。

○小学生

□200 円

■自由参加

姫路科学館 姫路市青山 1470-15 （０７９－２６７－３００１） [HP あり]

ゴム･ワン グランプリ第 9 回大会7/17（土）

12：40～13：30
その他 市販の輪ゴム 3 本で走る車の競技会です。

○どなたでも

□観覧無料

■自由参加

姫路ロボコンジュニア 20107/17（土）

11：00～14：00
その他 小学校 4 年生～中学生を対象にしたロボット競技会です。

○どなたでも

□観覧無料

■自由参加

姫路ロボ･チャレンジ第 10 回記念大会7/17(土)、18(日)

10：00～16：30
その他 ２足歩行ロボットの競技会です。今回は第 10 回を記念して大会を盛り上げます!

○どなたでも

□観覧無料

■自由参加

夏休み自由研究相談室「自由研究のヒント・やり方」7/19（月・祝）

講演会・レクチャー
4 つのテーマについて、それぞれ 1 時間程度講義します。

[10:00～岩石、11:00～昆虫、13:00～天文、14:00～植物]

○小中学生

□無料

■当日申込み

桜山公園まつり7/24(土)、25(日)

9:30～16:00
その他 桜山公園内の 4 施設が共同で開催するおまつりです。多数のイベントを用意しています。

○どなたでも

□イベントにより有料

■自由参加

特別展「空飛ぶカ･ガ･ク～大空への夢～」7/30(金）～9/5(日)

9:30～17:00
その他 物語の中の飛行技術からスペースシャトルまで、飛行の技術と歴史を紹介します。

○どなたでも

□小中高生 100 円、一般 200 円

■自由参加

8/21（土） 夏休み自由研究相談室「自然標本同定会」
○小中学生

□無料

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]



10:00～15:00
講演会・レクチャー

採集した標本の同定やまとめ方をアドバイスします。
■要事前申込

姫路市書写の里・美術工芸館 姫路市書写 1223 （０７９－２６７－０３０１） [HP あり]

伝統工芸体験講座 「姫路はりこ教室」7/24（土）、25（日）

ワークショップ 姫路はりこ職人・松尾隆さんの指導で二日かけて姫路はりこの全工程を体験します

[①7/24 10:00～15：00 ②7/25 13：00～15：00 ]

○小学４年生以上

□800 円

■要事前申込（7/15 まで）

2010 アートキャンプ 「夏休み木切れ工作教室」8/1（日）

ワークショップ 名村仁さんの指導で、自然の木切れを使って自由に作ります。

[①10：00～11：00 ②11：00～12：00 ③13：00～14：00 ④14：00～15：00 ]

○どなたでも

□500 円～2,000 円

■要事前申込（7/22 まで）

2010 アートキャンプ「ダンボールアート～等身大の自分を描こう！」9/18（土）

10：00～12：00
ワークショップ 岩田健三郎さんの指導で、ダンボールを使って等身大の自分を写し取ります。

○どなたでも

□500 円

■要事前申込（9/9 まで）

姫路市立美術館 姫路市本町 68-25 （０７９－２２２－２２８８） [HP あり]

フランダースの光 こどもギャラリーツアー「美術館でハイキング」8/5（木）

その他
見る力を育てる作品鑑賞会です。大人の方でも気軽にご参加できます。

〔①10:00～11:00 小学校 1～3 年生対象、②11;20～12:20 小学校 4～6 年生対象〕

○小学生と保護者

□無料 ※ただし要観覧料

■当日申込（定員各先着 20 名）

フランダースの光 こどものためのワークショップ

「テンテン・ペタペタアートをつくろう」8/21（土）、28（土）

13:30～16:00
ワークショップ

手作りのペッタン筆を使って、自分だけのオリジナル下敷きを作ります。

[①8/21（土） 小学校低学年コース ※保護者同伴可] [② 8/28（土） 小学校高学年コース]

○小学生

□500 円※低学年の参加者の保

護者の方は別途観覧券が必要。

■事前申込制

（往復ハガキ・7/31 消印有効）

姫路セントラルパーク 姫路市豊富町神谷 1436-1 （０７９－２６４－１６１１） [ＨＰあり]

タッチプール２０１０（サファリパーク内）7/17(土)～8/31（火）

10：00～17：00（予定）

その他 屋外・屋内のタッチプールで、ザリガニ釣りや、ウナギ・ナマズ・モクズガ二などに触れます。

○３歳以上

□300 円

■当日受付

カブトムシ・クワガタの王国（遊園地内）7/17(土)～9/26(日)

１０：00～１７：00（予定）

その他 世界のカブトムシ・クワガタが大集合！手にとって観察できるふれあいコーナーもあります。

○３歳以上

□300 円

■当日受付

姫路文学館 姫路市山野井町 84 （０７９－２９３－８２２８） [ＨＰあり]

原ゆたかさんのかいけつゾロリお絵かき会7/17(土)・9/18（土）

11：00～14：00～
その他 原ゆたかさんと一緒にゾロリの顔などをかきます。終了後に参加者対象のサイン会も。

○5 歳児～小学生と保護者

□無料

■要事前申込（定員各 50 名）

ちびっこセミナー あなただけの絵本づくり7/25(日)・8/8(日)

10：00～12：00
14：00～16：00
ワークショップ １日目はおはなしづくり。２日目は、それにもとづいて絵本を製作します。

○未就学児～小学生

□1,000 円（材料費）

■要事前申込（定員各 60 組）

原ゆたかさん・原京子さんサイン会7/31(土)・9/19(日)

11：00～
その他 原ゆたかさんと原京子さんのサイン会です。１人１冊。色紙等はご遠慮ください。

○どなたでも

□無料

■要事前申込（定員各 60 名）

イシシ・ノシシの楽しいおはなし会8/1（日）

11：00～、１3：30～
その他 TV アニメ版「かいけつゾロリ」で活躍の声優・愛河里花子さんによるおはなし会です。

○5 歳児～中学生と保護者

□無料

■要事前申込（定員各 150 名）



こどもへんてこらくご会 （制作協力：米朝事務所）8/29(日)

１3：30～14:30
その他 「かいけつゾロリ」展関連行事。桂米平さん、桂まん我さんによる子ども向けの落語会です。

○小・中学生と保護者

□無料

■自由参加（定員 150 名）

兵庫県立歴史博物館 姫路市本町 68 （０７９－２８８－９０１１） [ＨＰあり]

昔体験ミニパーク7/18（日）、8/15（日）、
9/19（日）

11：00～13：00
その他

鎧、十二単、水干、細長の着付けで、昔の服装を体験してください。

○どなたでも

□無料

■当日申込

歴はく倶楽部「船をつくってあそぼう」7/25（日）

10：30～12：00
13：30～15：30
ワークショップ

紙で船を作ります。どれだけ動くかな？

○どなたでも（小学４年生以下は

要保護者同伴）

□100 円

■当日申込（先着順）

いきいきトライアル「姫路はりこづくり」7/31（土）、8/21（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。皆さんのオリジナルのはりこを作ってください。

○どなたでも

□800 円

■要事前申込（定員 25 名）

「変身！真夏のおばけパレード」8/1（日）

13：00～16：30
ワークショップ 楽器の音からお化けの面やコスチュームを作りそれを身に付け、博物館周辺をパレードします。

○小学生程度

□無料

■当日申込（定員先着 25 名）

歴はく倶楽部「夏まつり～万華鏡をつくってあそぼう」8/7（土）

10：30～12：00
13：30～15:30
ワークショップ

ビー玉で万華鏡を作りませんか。いろいろな綺麗な模様が楽しめます。

○どなたでも（小学４年生以下は

要保護者同伴）

□200 円

■当日申込（定員各先着 30 名）

歴はく倶楽部「夏まつり～巨大仮面をつくってあそうぼう」8/8（日）

10：30～12：00
13：30～15:30
ワークショップ

大きな仮面と小さな仮面を作り、かぶって大変身をしよう。

○どなたでも（小学４年生以下は

要保護者同伴）

□100 円

■当日申込（先着順）

平成大修理の無事を祈るー姫路城おもてなしアートー

「兵庫県立歴史博物館―うたい、おどる、まなぶ」
8/8（日）

14：00～15：30
講演会・レクチャーコンサート 展覧会の見どころ紹介、舞踏「獅子と仮面」の解説、「連獅子」等を実演します。

○一般、親子

□無料

■当日受付（定員先着 100 名）

「ニューギニアの仮面のはなし」8/21（土）

14：30～16：00
講演会・レクチャー ニューギニアの珍しい写真や仮面の話がたくさん聞けます。

○どなたでも

□無料

■当日受付（定員先着 100 名）

いきいきトライアル「まがたまづくり」8/22（日）

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きませんか？きっと素敵なまがたまができますよ。

○どなたでも

□500 円

■要事前申込（定員 25 名）

歴はく倶楽部「お祭りシデをつくろう」9/26（日）

10：30～12：00
13：30～15:30
ワークショップ

屋台のシデをつくりませんか。携帯のストラップにもなりますよ。

○どなたでも（小学４年生以下は

要保護者同伴

□有料

■当日受付（先着順）

特別企画展「変身―仮面のひみつー」展覧会ガイド7/31（土）、8/28（土）

11：00～12:00
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。

○どなたでも

□無料※ただし要入館料

■自由参加

いきいきトライアル「和太鼓づくり」7/24（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。どんな音がするかな。楽しみですよ。

○どなたでも

□2,500 円

■要事前申込（定員 25 名）

福崎町立神崎郡歴史民俗資料館 神崎郡福崎町西田原 1038-12 （０７９０－２２－５６９９） [HP あり]

辻川山演奏会～タイ音楽演奏会～7/24（土）

13：30～14：30
コンサート ‘ﾀｲの民族楽器’の音色と魅力をお届けする演奏会。‘ｱﾙｶﾞﾙﾝ’の楽器体験もお楽しみください！

○子ども～大人

□無料

■要事前申込（電話）



財団法人 柳田國男・松岡家顕彰会記念館 神崎郡福崎町西田原 1038-12（０７９０－２２－１０００） [HP あり]

「ことばの魔術師・柳田國男について知ろう―ことわざを学び、ことわざを創ろう―」7/31（土）

13：30～14：00
講演会・レクチャー 小田富英先生による講演の後、新しいことわざを創ります。

○小学生

□無料 ※ただし要入館料

■事前要申込



赤穂市立美術工芸館 田淵記念館 赤穂市御崎 314-10 （０７９１－４２－０５２０） [HP あり]

夏休み子ども茶道教室7/30（土）、31(日)

8/7（土）・8(日)
ワークショップ 茶道の初歩的な作法を学ぶ教室です [①9：00～12：00 ②13：30～16：30]

○市内の小・中学生と保護者

□700 円（2 日間）

■要事前申込

上郡町郷土資料館 赤穂郡上郡町上郡 500-5 （０７９１－５２－３７３７） [HP あり（上郡町 HP）]

上郡町郷土資料館 歴史体験学習 「勾玉教室」
7/23（金）～25（日）
7/30（金）～8/1（日）
8/20（金）～22（日）
ワークショップ

勾玉についての解説と製作体験学習です。みんなでオリジナル勾玉を作ってみよう！

[各日 10：00～12：00,、13：30～15：30]

○どなたでも

□200 円（資料・材料費）

■要事前申込（電話）

太子町立歴史資料館 揖保郡太子町鵤 1310-1 （０７９－２７７－５１００） [ＨＰあり]

太子町の歴史探検 クイズ大会
7/24（土）、
8/7（土）、29（日）

13：30～
その他 クイズに答えながら、太子町の歴史を探検しよう！ 正解者先着 30 名に記念品プレゼント。

○どなたでも

□無料 ※ただし要入館料

■当日申込

たつの市立龍野歴史文化資料館 たつの市龍野町上霞城 128-3 （０７９１－６３－０９０７） [ＨＰあり]

醤油造り見学会7/30（金）

9：40～
その他 たつのの地場産業である醤油造りの様子を見学しませんか。[見学地：ヒガシマル醤油]

○どなたでも

□無料

■要事前申込（7/25 締切）

たつの市立埋蔵文化財センター たつの市新宮町宮内 16 （０７９１－７５－５４５０）

『姫新線のあゆみ』展 当館職員が展示解説7/24（土）

13：30～14：30
講演会・レクチャー 郷土の足として地域産業や文化の発展に寄与した姫新線の歴史について解説します。

○どなたでも

□無料

■自由参加

古代ガラス玉と組みひもづくり8/1（日）、28 日（土）

14：00～17：00
その他 子ども、親子など歴史体験をしながらオリジナルストラップ作りをします。

○小学生以上

□200 円

■要事前申込（定員 20 名）

記念講演会「姫新線物語」[講師：小西伸彦氏（吉備国際大学准教授）]8/29（日）

13：30～15：30
講演会・レクチャー

姫新線の歴史について、鉄道史的な視点から地域との関わりをお話していただきます。

○どなたでも

□無料

■要事前申込（定員 40 名）

姫新線ウォーク「因幡街道 觜崎宿を訪ねて」9/26（日）

13：00～17：00
その他 姫新線沿線の歴史街道や町並みを歩き、史跡や文化財に親しんでいただきます。

○どなたでも

□100 円

■要事前申込（定員 50 名）

兵庫県立西はりま天文台公園 佐用郡佐用町西河内 407-2 （０７９０－８２－０５９８） [ＨＰあり]

スターダスト 2010in おおなで～月と星の祭典～8/12（木）

15：00～25：00
その他 流星群の観察会、なゆた望遠鏡による観望会、ピアノコンサートなど

○子どもと保護者

□無料

■自由参加

昼間の星の観望会毎日
13:30～,15:30～
その他 昼間に見える星、太陽の観察会。[日曜日は 11:00～も]

○子どもと保護者

□無料

■自由参加

施設ガイドツアー毎週日曜
10:00～,14:30～
その他 公園内の天文施設、望遠鏡のご案内

○子どもと保護者

□無料

■自由参加

サイエンスイベント8/8（日）

14:00～15:30
その他 学校ではできないいろんな科学実験工作

○子ども

□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]



あさご芸術の森美術館 朝来市多々良木739-3 （０７９－６７０－４１１１） [HP あり]

アート DE 遊ぼう ～君もアートの魔法使い～8/6（金）～8（日）

9：30～16：00
ワークショップ

主に子どもを対象とした、半日・一日単位で好きな時間に参加できる立体造形制作です。

[受付 9：30～、7 日は最終受付 13：00 まで]

○子ども（保護者も可）

□1,000 円（保護者同伴 1,500 円）

■自由参加

ダムの風に吹かれてコンサート ﾌｫｰｸ・ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰあさご vol.28/7（土）

18：00～
コンサート 杉田二郎、ばんばひろふみ、ムッシュかまやつ、大田裕美らによる盛りだくさんなコンサートです。

○どなたでも

□2,000 円（当日：2,500 円）

■要事前申込（当日申込可）

香美町海の文化館 香美町香住区境 1113（０７９６－３６－４６７１） [HP あり]

第７回魚の絵コンテスト7/22（木）～8/31（火）

9：00～17：00
その他 『魚』をテーマにした魚の絵コンテスト作品の展示（コンテストは 7/16 募集終了）

○どなたでも

□無料

■自由参加

城崎マリンワールド 豊岡市瀬戸 1090 （０７９６－２８－２３００） [HP あり]

10 分陶芸工房7/21（水）～8/31（火）

10：30～16：00
その他 イルカやセイウチなど、あなただけのオリジナル陶芸品を作ってみましょう！[8/13～16 はお休み]

○どなたでも

□500 円＋送料

■自由参加

但馬国府・国分寺館 豊岡市日高町祢布 808 （０７９６－４２－６１１１） [HP あり]

体験教室「万華鏡を作ろう！」8/1（日）

10：00～12：00
ワークショップ ビーズやクリップなど、いろいろなものを入れて、自分だけの万華鏡を作ります。

○小学生

□400 円

■要事前申込

体験教室「弓矢を作って飛ばそう！」8/7（土）

10：00～12：00
ワークショップ 竹や木で弓矢を作り、実際に飛ばしてみます。意外とよく飛ぶよ！

○小学生

□200 円

■要事前申込

体験教室「化石を探して標本を作ろう！」8/8（日）

10：00～12：00
ワークショップ 石を割って化石を探します。見つけた化石は家に持って帰ることができます。

○小学生

□500 円

■要事前申込

講座「地質からみた但馬の成り立ち」8/21（土）

13：30～15：00
講演会・レクチャー 兵庫県立大学先山徹先生が、地質学の立場からお話する、一般向けの講座です。

○どなたでも

□無料

■自由参加

体験教室「化石のレプリカを作ろう！」8/21（土）

10：00～16：00
ワークショップ アンモナイトなどの化石のレプリカを作ります。10 分程度で簡単に作ることができます。

○幼児～中学生

□100 円

■自由参加

体験教室「草や木でハンカチを染めよう！」8/22（日）

9：30～12：00
ワークショップ 藍などの草や木を使って、白いハンカチを染めていきます。

○小学生

□500 円

■要事前申込

日本・モンゴル民族博物館 豊岡市但東町中山 711 （０７９６－５６－１０００） [HP あり]

つくって遊ぼう～ビー玉万華鏡7/29（木）

10：00～12：00
ワークショップ 身近な素材をつかって、万華鏡をつくってみよう！

○小学生以上

□300 円

■要事前申込

かんたん風鈴づくり8/1（日）

10：00～12：00
ワークショップ 夏にぴったり！オリジナルの風鈴づくりに挑戦します。

○小学生以上

□500 円

■要事前申込

8/3（火） モザイクアート
○小学生以上

□500 円

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]



10：00～12：00
ワークショップ

カラータイルのかけらで模様や絵を描こう！
■要事前申込

手作り！ミニ馬頭琴8/8（日）

10：00～12：00
ワークショップ 世界に一つだけの馬頭琴を作ってみましょう。

○小学生以上

□500 円

■要事前申込

松ぼっくりのキャラクター8/20（金）

10：00～12：00
ワークショップ 松ぼっくりをつかって、かわいい動物作りをします。

○小学生以上

□200 円

■要事前申込

七宝焼に挑戦！8/22（日）

10：00～12：00
ワークショップ 七宝焼で宝石のようなアクセサリーを作ってみましょう。

○小学生以上

□500 円

■要事前申込

兵庫県立但馬牧場公園 美方郡温泉町丹土 1033 （０７９６－９２－２６４１） [HP あり]

カブトムシワールドカップ7/25（日）

13：30～15：00
その他 カブトムシによる競技大会（３種目）でナンバーワンを決定します。

○小学生以下

□無料

■要事前申込

羊毛の動物ストラップ作り体験8/1（日）

13：30～15：00
その他 羊毛からお湯と石けんを使いフェルトボールを作り動物ストラップを作ります。

○小学生以上親子

□400 円

■要事前申込

羊毛のフェルトボール作り体験8/1（日）

11：00～12：00
その他 羊毛からお湯と石けんを使いフェルトボールを作ります。

○どなたでも

□無料

■当日受付

そうめん流し8/7（土）、8（日）

13：30～14：00
その他 流しそうめんを先着各１００名様に２日間無料でふるまいます。

○どなたでも

□無料

■当日受付

ペンシルアート時計作り体験8/22（日）

１３：３０～１５：００
その他 色鉛筆でタイルに好きな絵を描いたりしてオリジナル時計を作ります。

○どなたでも

□1,300 円

■要事前申込

トールペイント体験教室8/29（日）

13：30～15：30
その他 バッグにトールペイントで絵を描いてオリジナル作品を作ります。

○どなたでも

□こども 500 円

おとな 800 円

■要事前申込

兵庫県立円山川公苑美術館 豊岡市小島 1163 （０７９６－２８－３０８５） [ＨＰあり]

企画展連動ワークショップ「みんなで体験 創る楽しみ アートへの挑戦！」8/22（日）

14：00～16：00
ワークショップ 美術家から指導を受け、ハンディがある、なしに関わらず共同で作品づくりをします。

○小学生以上

□無料

■要事前申込



篠山市立歴史美術館 篠山市呉服町 53 （０７９－５５２－０６０１） [HP あり]

４館めぐりワークシート（チャレンジ！歴史博士）８月上旬から通年
9：00～16：30
その他 歴史施設４館を巡りながらクイズに答えていただきます。合格者には認定証を贈呈します。

○小学生以上

□有料 ※別途要入館料

■自由参加

篠山チルドレンズミュージアム 篠山市小田中 572 （０７９－５５４－６０００） ［HP あり］

篠山の椅子職人さんと木の作品をつくろう7/31（土）、8/1（日）

11：00～12：30

14：00～15：30
ワークショップ

四角い木の棒をノミやカンナで削って削って丸くして組み立ててみよう。

○小学生以上

□1,200 円～

■要事前申込（定員各 10 名、

HP・電話）

土クレヨン8/8（日）

11：00～12：30
14：00～15：30
ワークショップ

ちるみゅーにあるいろいろな土でクレヨンをつくろう！出来たクレヨンは標本にして持ち帰ろうね。

○5 歳以上

□500 円

■要事前申込（定員各 36 名、

HP・電話）

かえっこバザール8/13（金）～15（日）

10：00～おもちゃ受付
11：00～16：00
ワークショップ 家で遊ばなくなったおもちゃを持ってきて“かえるポイント”に交換しよう。他のおもちゃと交換できるよ。

○どなたでも

□無料

■当日受付

ピカピカ光る泥だんご8/14（土）、15（日）

11：00～12：30
14：00～15：30
ワークショップ 左官屋さんをゲストに招いて、泥だんごをつくろう！ピカピカに光る泥だんごのできあがり！

○5 歳以

□600 円

■要事前申込（定員各 30 名、

HP・電話）

川遊び8/21（土）、22（日）

11：00～12：30
14：00～15：30
ワークショップ ちるみゅーの近くの篠山川で生き物をとって観察したり、水遊びをしよう！

○5 歳以上

□500 円

■要事前申込（定員各 30 名、

HP・電話）

ティピティピプロジェクト・夏
8/21（土）、22（日）
10：30～12：30
14：00～16：00

ワークショップ ティピとは移動式のおうちのこと。みんなで村をつくって冷たいスイカを食べよう！

○5 歳以上

□600 円

■要事前申込（定員各 10 組、

HP・電話）

土と太陽のめぐみピザ8/14（土）、15（日）

11：00～12：30
14：00～15：30

ワークショップ ちるみゅーの畑でとれた野菜を収穫して丸かじり。ピザにのせて焼いたらどんな味になるかな？

○5 歳以上

□500 円

■要事前申込（定員各 36 名、

HP・電話）

丹波市立青垣いきものふれあいの里 丹波市青垣町山垣 115-6 （０７９５－８８－０８８８） [HP あり]

河原探検7/25（日）

13：30～15：30
ワークショップ 加古川に生息する水生生物や魚をとり、講師が解説します。（所：青垣町西芦田遠阪川）

○こどもと保護者

□無料

■要事前申込

星空観察会 ～夏の大三角をみつけよう～8/7（土）

19：00～20：30
ワークショップ 星についてのお話と肉眼や天体望遠鏡で観察します。（所：青垣いきものふれあいの里）

○こどもと保護者

□無料

■自由参加

昆虫教室 ～昆虫博士になろう～8/8、22、29（日）

9：30～15：30
ワークショップ 昆虫についてのお話、採集、標本作り準備、プラスチック樹脂封入。３日間で仕上げます。

○こどもと保護者

□200 円（中学生以下無料）

※材料費 500 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]



丹波伝統工芸公園 立杭陶の郷 篠山市今田町上立杭 3 （０７９－５９７－２０３４） [HP あり]

親子で陶芸体験7/17（土）～8/31（火）

随時
ワークショップ 夏休みの宿題に自分の作品を作ってみよう！8/8 までに作れば 8/31 までに焼きあがります。

○こどもと保護者

□900 円～（別途送料）

※ただし要入館料

■20 名以上の場合は要事前申込

兵庫陶芸美術館 篠山市今田町上立杭４ （０７９－５９７－３９６１） [HP あり]

Ｍｙ菓子皿でお点前 ～夏休みの宿題はこれで決まり！～7/29（木）or30（金）

8/14（土）or15（日）

10：00～12：00
ワークショップ

Ｍｙ菓子皿づくりに挑戦し、美術館のお茶室で親子で茶道を体験！
１日目（７月 29 日または７月 30 日）10：00～12：00 展覧会見学と菓子皿づくり

２日目（８月 14 日または８月 15 日）13：00～15：00 作品受取・茶道体験

○こどもと保護者

□こども 500 円、大人 1,000 円

■要事前申込（7/15 締切）

夜の展覧会と星空観察会8/28（土）

16：00～20：30
その他 展覧会と合わせて丹波の夜空に輝く夏の星座を「星のソムリエ」による解説付き。

○こどもと保護者

□こども 700 円、大人 1,000 円

■要事前申込（近日受付開始）



淡路市北淡歴史民俗資料館 淡路市浅野南 240 （０７９９－８２－２１７７）

“夏休みだ”、昔の塩づくりに挑戦7/25（日）

9：30～11：00
その他 海水から塩をつくり・その塩でおにぎりをつくってみませんか

○北淡地区の小学 1-6 年生

□200 円

■要事前申込（はがき）

淡路ファームパーク イングランドの丘 南あわじ市八木養宜上 1401 （０７９９－４３－２６２６） [HP あり]

動物・植物サマースクール8/5（木）、19（木）、

26（木）

10：00～15：00
その他

バードコールや牛乳パックで作る餌台、押し花図鑑を作ります。

○小学生

□2,000 円

■事前電話予約（定員 15 名）

動物なぜなに教室8 月平日
※13・16 日除く

14：30～15：00
その他

子供の動物にたいする疑問質問にスタッフが答えます。マイクロスコープで動物の不思議を体験など

○小学生

□無料

■当日受付（定員 30 名）

動物写生大会8/3（火）

10：00～14：00
その他 イングランドの丘内の動物を写生します。

○小学生

□無料 （ただし画用紙以外の

写生道具を用意した方に限る）

■当日受付（12：00 受付終了）

夏休み子供映画上映会8/22（日）

14：00～15：30
その他 約 89 分のアニメ子供映画を上映します。

○子供と保護者

□無料

■当日受付（定員 300 名）

うずの丘・大鳴門橋記念館 南あわじ市福良丙 936-3 （０７９９－５２－２８８８） [HP あり]

ブルーベリーつみ取り体験7/1(木)～8/31(火)

10：00～16：00
その他 うずの丘にブルーベリー園がオープンしました。

○どなたでも

□中学生以上 1,000 円、小学生

700 円、3 歳以上 100 円

■当日申込

トリックアート展7/17(土)～8/8(日)

9：00～17：00
その他 見て・触れて・写して感じるふしぎな世界！！

○小学生

□幼児 100 円、小学生 250 円ほか

■自由参加

チリモンをさがせ！7/24（土）、25（日）、

8/7（土）、8（日）

その他
チリメンジャコにひそむ、いろいろな「チリモン」たちを観察してみよう。

【1 回目 11：00～、2 回目 14：00～】

○どなたでも

□400 円

■当日受付（定員 20 名）

自然素材を使って遊ぼう！！7/31（土）、8/1（日）、

8/21（土）、22（日）

その他 夏休みにピッタリ！手作り貯金箱を作ろう！ 【1 回目 11：00～、2 回目 14：00～】

○どなたでも

□竹細工/500 円～

貯金箱/1,000 円～

■当日受付（定員 30 名）

淡路一受けたい授業8/3（火）、9（月）

その他
『光の箱』ほか、楽しい科学の実験を開催。上田先生の授業は不思議がてんこ盛り！！

【1 回目 11：00～、2 回目 14：00～】

○どなたでも

□無料

■事前予約及び当日受付

（定員 30 名）

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]


