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今月の行事予定  休館日  ２日（月），９日（月），16日（月），23日（月）， 

28日（土）～2020年１月４日（土）

８日（日）自然観察会「おかやま自然探訪

63」 

15日（日）手作り教室特別編「お飾りづくり」 

22日（日）折り紙教室 

 

８日（日）自然素材を使った手作り教室 

14日（土）スライド映写会「花の百名山を訪

ねて６～戸隠山，鳳凰山，剣山

～」 

※料金について記載のない行事は無料です。

 

◎特別陳列「畠田和一貝類コレクション展１  

畠田和一が発見した新種・新亜種」  
 畠田和一はハタケダマイマイやオカヤマコギセルなどの発見者として知られている岡

山では数少ない「貝人」です。 第１回は畠田和一貝類コレクションの中から畠田和一

が発見した新種・新亜種を紹介します。  

◆会期：2019 年７月 26 日（金）～2020 年３月 31 日（火）  

◆会場：自然史博物館２階事務室前  

◆料金：通常料金 
 

◎第27回しぜんしくらしき賞

作品展 
 倉敷市立自然史博物館友の会が高校生以下の子ど

もたちを対象として募集した自然に関する標本や写

真を一堂に展示します。未来をになう子どもたちの

力作をご覧ください。 

◆会期：2019年11月９日（土）～12月18日

（水） 

◆会場：自然史博物館３階特別展示室 

◆料金：通常料金 

◆備考：友の会との共催事業です。 

 

◎自然観察会「おかやま自然探訪64」（博物館第337回・友

の会第597回） 

 岡山県内の旧市町村を巡回するシリーズの64回目です。今回は瀬戸内市（旧長船町）

の吉井川河川敷の初冬の生き物などを観察します。 

倉敷市立自然史博物館 
令和元年 12 月のお知らせ 
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◆日時：2019年12月８日（日）10時30分～14時30分（受付10時～10時30分） 

◆観察場所：瀬戸内市長船町八日市の吉井川東岸の河原 

◆集合場所：瀬戸内市長船町八日市の吉井川にかかる備前大橋東側下の河川敷 

◆講師：自然史博物館学芸員・友の会幹事ほか 

◆持参品：筆記用具，観察用具，弁当，飲料水，雨具，救急用品など 

◆申込み：12月７日（土）17時までに電話・FAX・はがきなどで自然史博物館へ。電子

申請もできます。http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/event.html 

◆交通案内：  

JR山陽本線  倉敷駅         岡山駅（大人片道330円） 

行き） ７時58分    →   ８時16分  

帰り）16時08分←（快速）←15時57分 

宇野バス   岡山駅（11番のりば 片上行）  八日市（大人片道470円） 

行き） ８時25分        →       ９時15分 

帰り）15時41分       ←       14時44分 

ダイヤ・運賃などは事前にご確認ください（宇野バス 電話086-225-3311）。八日

市バス停のすぐ下の吉井川河川敷が集合場所です。なお，別の公共交通機関として，JR

赤穂線長船駅の駅前からはタクシーがご利用いただけます（長船タクシー 電話：0120-

701-444，ネイチャーワールド 電話：0869-26-8855。長船駅から集合場所まで約

２ｋｍ）。 

JR山陽本線・赤穂線 倉敷駅    （大人片道680円）       長船駅 

行き） ８時39分        →         ９時27分  

帰り）15時53分←15時36分（岡山駅）15時35分←15時02分 

自家用車の場合，倉敷方面からは，吉井川に架かる国道２号線の「備前大橋」を渡った

後，すぐに国道２号線から別れて（左折），河川敷沿いの道に入り，吉井川上流に向け約

200ｍ進んだ後，左手の吉井川河川敷に下りる道に入り，河川敷に下りたところに駐車

できます（集合場所）。 

◆備考：雨天決行。ただし，警報発令時は中止。天候があやしい場合は当日朝７時以降

に友の会携帯電話（090-8242-3896）までお問い合わせください。小学生以下の方

は保護者同伴でご参加ください。今回は友の会との共催です。現地にトイレはありませ

んので，あらかじめ済ませておいてください。 

 

◎自然素材を使った手作り教室 
（毎月第２日曜日開催） 

 ドライフラワーや木の実，つるなどの自然素材を使っ

た手作り作品を作ります。今回は，クリスマスリースも

作れます。 

◆日時：2019年12月８日（日）13時～16時（受付

13時～15時30分） 

◆会場：自然史博物館１階学習コーナー 

◆申込み：当日，行事受付で 

◆備考：友の会との共催です。未就学の方は保護者同伴 
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◎スライド映写会「花の百名山を訪ねて６～戸隠

山，鳳凰
ほうおう

山，剣山～」 

 作家の田中澄江さんが1980年に発表された『花の百名山』と1995年に発表された

『新・花の百名山』に取り上げられている山々の中から，高山植物で名高い山を紹介す

るシリーズの６回目です。今回は，屏風のように連なる岩峰群とそこに息づく高山植物

が魅力的な戸隠山，針葉樹林を抜けると花こう

岩の砂れき地や岩壁に多様な高山植物が生育す

る鳳凰山，なだらかな山頂の直下に石灰岩地な

らではの植物が生育する剣山の自然景観や植物

などを紹介します。 

◆日時：2019年12月14日（土）10時～12

時（受付９時45分～） 

◆会場：自然史博物館地階講義室 

◆解説：狩山俊悟（自然史博物館） 

◆申込み：当日受付へ 

◆参加費：無料 

 

◎手作り教室特別編「お飾りづくり」 

日本には古くからお正月にはお飾りを出入り口に取り付け，我が家へ幸運を招き，気

を引き締め新たな気持ちで新年を迎える風習があります。昨年に引き続き今年もしめ飾

りを自然史博物館で作ってみましょう。初めての人でも作れます。講師がやさしく指導

します。 

◆日時：2019 年 12 月 15 日（日）10 時～12 時（受付は９時 30 分～10 時） 

◆会場：自然史博物館地階講義室 

◆参加費：無料 

◆定員：先着 60 名（定員になり次第，締め切ります。） 

◆申込み：11 月 14 日（木）9 時から 12 月 14 日（土）17 時までに電話で博物館

へ。 

◆持参品：ハサミ（わらを切っても良いもの），エプロン，あればペンチ 

【えんぎものを付ける】会場には，わらのみを準備します。わらで本体ができたら年

末に市販される２～３点の装飾品（えんぎもの）を取り付けてください。コンブ，ダイ

ダイ，ウラジロ，ホンダワラなどです。 

 

◎折り紙教室（毎月第４日曜日開催） 

 初心者からセミプロまで参加できる折り紙教室です。 

◆日時：2019年12月22日（日）９時30分～16時 

◆会場：自然史博物館１階学習コーナー 

◆申込み：当日，行事受付で 

◆備考：未就学の方は保護者同伴 

戸隠山 
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◎宿泊観察会「マガンのサンセットフライト・モー

ニングフライトを見よう」（友の会第599回） 

 島根県の中海・宍道湖周辺には多数のマガンが越冬のために訪れます。雪道でも安心の

貸切バスに乗ってマガンのサンセットフライト（夕方のねぐら入り）とモーニングフライ

ト（朝方のねぐら立ち）の両方を堪能しましょう。米子水鳥公園や出雲平野などでも探鳥

をします。観察が期待できる鳥はマガンのほか，コハクチョウ，ヒシクイ，アカツクシガ

モなどです。2日目の昼食は名物の出雲そばで舌鼓を打ちましょう。 

◆日時：2020年１月25日（土）8時30分～ 

26日（日）17時ころ 

◆観察場所：島根県出雲市ほか 

◆集合場所：倉敷駅前（西ビル南側の臨時バス昇降場所） 

◆受付時間：１月25日（土）８時15分～8時30分 

◆講師：野津登美子（島根自然保護協会），山﨑法子（友の会），江田伸司（自然史博

物館）ほか 

◆宿泊場所：ひらたメイプルホテル（島根県出雲市平田町2451 電話0853-62-

0770） 

◆持参品：筆記用具，観察用具（あれば双眼鏡・望遠鏡・野鳥図鑑など），１日目の昼

食，飲料水，雨具，雪道を歩けるくつ，救急用品，参加費，宿泊に必要なものなど。しっ

かりした防寒対策をお願いします。 

◆定員：先着23名（最少催行人数15名）※申込み期間中に参加者数が15名に達しない

場合は行事を中止します。 

◆参加費：22,000円。バス代，宿泊代，保険料，１日目の夕食，２日目の朝食と昼食を

含みます。ただし，米子水鳥公園入場料（最大310円）は個人払いとなります。ホテル

の部屋はシングルまたはツインになります。ツインの場合は差額を返却します。 

◆申込み：10月１日（火）～12月28日（土）（当日の消印有効）までにはがきで自然

史博物館（〒710-0046 倉敷市中央2-6-1）へ申込んでください。はがき１枚につき

２名以内とし，中学生以下の方は保護者同伴で申込んでください。裏面に①氏名・②住

所・③電話番号（本人の携帯電話番号および緊急連絡先の電話番号）を記入してくださ

い。定員に達した場合は連絡します。なお，キャンセルの場合は必ず速やかに電話連絡し

てください。 

◆交通案内：倉敷駅への電車は，岡山方面からは

山陽本線の８時13分着，笠岡方面からは山陽本

線の８時08分着，総社方面からは伯備線の８時

02分着があります。ダイヤ改正の可能性があり

ますので，事前にご確認ください。無料駐車場は

確保していません。 

◆備考：雨天決行。ただし，警報発令時は中止し

ます。天候があやしい場合は，「当日の６時以

降」に友の会携帯電話（090-8242-3896）ま

でお問い合わせください。なお，野生の動物なの

で，観察会開催中に観察できないこともありま

す。 
マガンの群れ 
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■博物館のお宝探検（植物・昆虫コース）  

倉敷市立自然史博物館には，展示されていない標本を大切にしまっておく標本収蔵庫

という特別な部屋があります。自由に立ち入ることはできませんが，数々の貴重なお宝

を保管している部屋の見学をご希望の方は各担当（狩山・奥島）までご相談・ご予約く

ださい。 

 

■「倉敷まちかど博物館」設置施設募集中！ 

 倉敷市立自然史博物館が所蔵する岩石・鉱物・化石・植物・昆虫・動物などの本物の

標本を活用した60台の展示ユニットを公共施設，学校，幼稚園，保育園，観光施設，宿

泊施設，商店，病院など，公共性の高い施設または市民や観光客らが集う施設を対象と

して無料で貸し出して展示していただきます。市外のご利用も歓迎します。 

「倉敷まちかど博物館」のご利用，展示内容，展示場所など詳細はホームページをご

覧いただくか，お問い合わせください。 

 

■昆虫・動物分野ボランティアスタッフ募集 

 倉敷市立自然史博物館の昆虫・動物分野のボランティアスタッフを募集しています。

昆虫および動物（とくにせきつい動物）標本の作製・同定・整理・修復・研究，展示解

説・案内，普及活動（講座・観察会補助）などの中からできることをできる範囲で博物

館スタッフと相談しながら活動していただきます。来館にはボランティア用無料駐車場

がご利用になれます。興味のある方は活動内容等について相談させていただきますの

で，メールまたは電話で奥島までご連絡ください。外国人の方も歓迎します。Foreign 

residents or students are welcome to the Kurashiki Museum of Natural 

History as volunteers, especially in the insect and animal section. If you are 

interested, please e-mail Mr. Yuichi Okushima to the address below. 

メール：musoku@city.kurashiki.okayama.jp 電話：086-425-6037 

 

■倉敷市立自然史博物館Twitter「パオちゃん」 

 倉敷市立自然史博物館１階エントランスホールで動き鳴く，人気者のナウマンゾウ

“パオちゃん”が，一昨年からTwitterをしています。 

アカウント名は「kura_n_h_museum」です。「パオちゃん」あるいは「＃倉敷市

立自然史博物館」などのキーワードで検索するとたどり着くことができます。自然にま

つわる楽しい情報やイベント告知など，様々な情報をときには写真も交えながら発信し

ています。博物館ホームページにも入口を設けています。ぜひご覧ください。 

 

■倉敷市立自然史博物館Instagram 
倉敷市立自然史博物館公式Instagramアカウントを，昨年取得しました。アカウント

名は「kura_n_h_museum」です。博物館活動を写真を通じて紹介しています。博物館

ホームページにも入口を設けています。ぜひご覧ください。
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★友の会会員募集中 

入会すると，ニュースや会報の購読，観察・採集用具や書籍のあっせん，自然史博物

館の無料入館，会員限定の自然観察会への参加などの特典があります。会費は個人会員

2,000円，家族会員3,000円，賛助会員10,000円以上（４月～翌年３月）です。自然

史博物館受付や行事などで，いつでもどなたでも入会できます。詳細は自然史博物館内

友の会事務局（電話086-425-6037）までお問い合わせください。 
 

◇ご利用案内◇ 

 

開館時間：９時～17時15分（最終入館は16時45分） 

観覧料金：一般：150円（100円），大学生：50円（30円） 
（  ）内は20名様以上の団体料金 
高校生以下，65歳以上の方：無料 

休 館 日：月曜日（ただし，祝日または振替休日の場合は，その翌日） 
     年末年始（12月28日～1月4日），臨時休館日 
交通案内：JR倉敷駅より南へ約800ｍ 
     最寄りの駐車場：「市営中央駐車場」（博物館に隣接） 
＊ ベビーカー・車椅子は，受付に各１台ありますのでご利用いただけます。 
＊ 授乳室・オムツ交換台は１階の観光休憩所にあります。 

 

 

 

 

 

倉敷市立自然史博物館 
〒710-0046 岡山県倉敷市中央2-6-1 

TEL 086-425-6037  FAX 086-425-6038 

E-MAIL musnat@city.kurashiki.okayama.jp 

URL http：//www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/ 
 

 

 

 
【学校園の学習利用について】 

 

学校園の遠足や授業などで，倉敷市立自然史博物館を利用できます。当館のホーム
ページには，展示案内や学習支援のためのメニューがあります。教材用として，学習
シートも用意していますので，ぜひご活用ください。 

※見学日時が決まりましたら，当館までご連絡ください（電話086-425-6037）。 
※教育普及担当職員が，主に小中学生を対象として，展示内容や利用の仕方について
簡単なガイダンスを行っています。（平日の水・木・金曜日に実施。但し火曜日休館
の翌日の水曜日は除く）予約の際，希望をおうかがいします。ただし，専門的な内容
についてお尋ねになりたい場合は，回答を準備するため，事前にご連絡ください。 
※高校生以下の観覧料は無料です。 
※学校園の教職員が，学習活動のため児童・生徒・園児を引率して見学される場合，
博物館受付にて申請書（印鑑不要）を提出してください。観覧料の全額を免除いたし
ます。 
※学校園から引率の補助を依頼された保護者についても，教職員の場合と同様です。
ただし，親子遠足のように，ご自身のお子様への付き添いである場合は，団体の引率
者とは認められませんので，全額免除の適用になりません。団体が20名以上であれ

ば，団体割引の料金といたします。 
※学校園の教職員が，事前調査で見学される場合も，観覧料の全額を免除いたします
ので，博物館受付でお申し出ください。 
※学芸員が，学校園での授業等の支援に出向くこともできますので，ご相談ください。 

 


