第１回

豊田ホタルの里ミュージアム

葉脈標本つくり（A1）
葉の葉脈を取り出した葉脈
標本を作ります。

自然史体験の日
し

ぜん

し

たい

けん

ひ

豊田ホタルの里ミュージアムは下関市立唯一の自然史を扱う博物館
です。このイベントは、実験や標本作りなどの体験を通じて自然史（動
物、植物、化石、岩石）について学んで頂くものです。

開催日

予定表
①開会のあいさつ（9：45 ～ 10：00）
②午前の部（10：00 ～ 12：00）
A1 葉脈標本作り
A2 化石採集体験
A3 蛍かご作り
A4 自然史バイキング①( 落ち葉 )
A5 自然史バイキング②（コケ）
A6 自然史バイキング③（魚のうろこ）
B7 安芸ホネホネ団
B8 NPO 法人北九州・魚部

時間限定のイベント

D1 吸虫管作り→13:00 ～ 14:00
D2 自然史バイキング⑥（カタツムリ）
→14：30 ～ 16：00
D3 プチ講演会→14：30 ～ 15：35
※材料がなくなった場合、早めに終了することがあります。

④閉会のあいさつ（16：00 ～ 16：15）

化石採集体験（A2）
豊田町の化石が出てくる石を
割ってアンモナイトなどの化
石を探して標本にします。

2 月 24 日（日）

・所要時間：15 分程度
・定
員：4 名 / 1 回
・対象年齢：小学 1 年生以上

蛍かご作り（A3）

先着 10 名にプレゼント！

豊田町で昔から作られてい
た蛍かごを麦わらを編んで作
ります。

《下関の自然史》
身近な自然を見るコツ、ふれるコツ

・所要時間：20 分程度
・定
員：4 名 / 1 回
・対象年齢：小学 3 年生以上

アンモナイトのレプリカ作り（C1）
本物から型とったアンモナイ
トの石膏レプリカに自由に色
をつけます。
・所要時間：15 分程度
・定
員：4 名 / 1 回
・対象年齢：どなたでも

下関の自然を写真とイラスト主体でわかりやす
く紹介した冊子です。

・参加対象

※材料がなくなった場合、早めに終了することがあります。

③午後の部（13：00 ～ 16：00）
C1 アンモナイトのレプリカ作り
C2 ドローンで地形観察
C3 岩石磨き体験
C4 博物館で作る植物標本作り
C5 自然史バイキング④（海岸の砂）
C6 自然史バイキング⑤（飛ぶタネ）
B7 安芸ホネホネ団
B8 NPO 法人北九州・魚部

・所要時間：15 分程度
・定
員：4 名 / 1 回
・対象年齢：どなたでも

平成 31 年

9：45 ～ 16：15

自然史バイキング

・参加費用

・開催場所
・参加方法

どなたでも（幼児は大人の方と一緒
にご参加ください）
※対象年齢を指
定した講座もあります。

ドローンで地形観察（C2）

各体験ブース毎に開始時間の 15 分
前までにお越し頂き、
『申込みカー
ド』をブースに預けてください ( 先
着順）
。申込みカードは受付でお渡
しします（一人一枚）
。

くわしくは、当館の公式
HP または公式 twitter
をご覧ください。

←公式 HP

twitter→

・所要時間：10 分程度
・定
員：10 名 / 1 回
・対象年齢：どなたでも
※荒天の時は中止になります。

岩石磨き体験（C3）
か こう がん

せっ かい がん

岩石（花崗岩と石灰岩）を磨
いて中に入っている鉱物や化石
を見やすくした標本を作ります。
花崗岩

石灰岩

各 B4 サイズ

自然史バイキングはさま ・所要時間：15 分程度
ざまな自然史分野の実物標 ・定
員：4 名 / 1 回
本を作るものです。
・対象年齢：どなたでも

プチ講演会（D3）
下関の自然史について、簡単に、わかりやすく
解説します。講演内容は以下の通りです。

・14:30 ～ 15:00 下関の生き物について
・15:05 ～ 15:35 下関の化石・岩石について

※当日販売する『《下関の自然史》身近な自然を見るコツ、ふれる
コツ（300 円）』を片手に聞いていただくとわかりやすいです。

安芸ホネホネ団（B7）
安芸ホネホネ団とは？

害獣駆除や交通事故で亡くなった動物から骨を取
り、動物のこと、骨のことを多くの方に知って頂く
ために様々な教育・普及活動をしている団体です。

↑シカの骨

ドローンを飛ばして、上空か
らの映像を見て、豊田の地形
を観察します。

無料（常設展示室に入館される場合
は入館料が必要になります）※一部
のイベントでは材料代が必要なもの
があります。
豊田ホタルの里ミュージアムの多目
的ホール

（A4,A5,A6,C5,C6,D2）

・所要時間：15 分程度
・定
員：4 名 / 1 回
・対象年齢：小学 1 年生以上

吸虫管作り（D1）
きゅうちゅうかん

吸虫管という小さな虫を採集
する道具を作ります。
・所要時間：15 分程度
・定
員：10 名のみ
・対象年齢：小学 3 年生以上
・材 料 代：300 円（1 個）

動物の骨のことを学びなが
ら、シカの骨でオリジナル
のペンダントを作ります。
・所要時間：10 分程度
・定
員：4 名 /1 回
・対象年齢：小学 3 年生以上

NPO 法人北九州・魚部（B8）
NPO 法人北九州・魚部とは？

楽しむ心意気で身の回りの自然と向き合う
試みを社会に発信する北九州発、集う人々
↑魚部 FaceBook
も多様なネットワーク。

会場では『魚部』オリジ
ナルの雑誌や図鑑、自然
史グッズを販売します！

《物販予定物》
雑誌ぎょぶるや特盛
どじょう本、西表島
自然観。トートバッ
グや一筆箋など。
↑物販物の詳細

豊田ホタルの里ミュージアム
The Firefly Museum of Toyota Town

住所：〒750－0441
山口県下関市豊田町大字中村 50 番地 3
電話：
（083）767-0350 FAX：
（083）767-0355
URL：http://www.hotaru-museum.jp

※イベントの内容は変更になることがあります。

