
日 月 火 水 木 金 土
1 2
親子であそぼう 親子であそぼう
11:00～11:15 11:00～11:15

つくってあそぼう
13:30～16:00
おはなしのゆうえんち
14:30～15:00
ゴスペル10:30～12:00

3 4 5 6 7 8 9
みらいあ いきいきママ講座 さんさんキッズ おひさまベビー ベビーマッサージ エジソンの部屋
ワクワクサンデー 10:30～11:30 10:30～11:30 10:30～11:30 10:30～12:00 10:00～12:00
10:00～16:00 休館日 親子であそぼう 親子であそぼう 親子であそぼう 親子であそぼう 親子11:00～11:15
（休憩12:30～13:30） 11:00～11:15 11:00～11:15 11:00～11:15 11:00～11:15 キッズレザープログラム

みらいあひろば カプラ®ひろば 13:30～16:00
13:30～16:00 15:00～16:00 おはなし14:30～15:00

10 11 12 13 14 15 16
ダンボールパラダイス 親子であそぼう おくるみタッチケア 助産師さんの まま＆プレままの おやこクッキング
10:00～16:00 11:00～11:15 10:30～12:00 育児相談 おしゃべりクラブ 10:00～12:00
（休憩12:30～13:30） 休館日 親子であそぼう 10:00～12:00 10:30～12:00 親子11:00～11:15
みらいあひろば 11:00～11:15 そら子ままの 親子であそぼう つくってあそぼう
13:30～16:00 キッズ＆Jr.3B 英語であそぼう 11:00～11:15 13:30～16:00

15:20～16:00 11:00～11:15 闘心乱華13:30～14:00

おはなし14:30～15:00

17 18 19 20 21 22 23
みらいあ 親子であそぼう さんさんキッズ おひさまベビー 親子であそぼう 親子であそぼう
ワクワクサンデー 11:00～11:15 10:30～11:30 10:30～11:30 11:00～11:15 11:00～11:15
10:00～16:00 休館日 親子であそぼう 親子であそぼう キッズレザープログラム

（休憩12:30～13:30） 11:00～11:15 11:00～11:15 13:30～16:00
みらいあひろば カプラ®ひろば おはなし玉手箱
13:30～16:00 15:00～16:00 14:30～15:00

24 25 26 27 28 29 30
みらいあ 親子であそぼう 親子であそぼう 助産師さんの ママとベビーの 親子であそぼう
ワクワクサンデー 11:00～11:15 11:00～11:15 育児相談 ３Ｂ体操 11:00～11:15
10:00～16:00 休館日 10:00～12:00 10:30～11:30 つくってあそぼう
（休憩12:30～13:30） 親子であそぼう （10:45受付終了） 13:30～16:00
みらいあひろば 11:00～11:15 親子であそぼう サイエンスショー
13:30～16:00 11:00～11:15 13:30～14:00

おはなし14:30～15:00

秋田県児童会館（みらいあ）指定管理者特定非営利活動法人あきた子どもネット
〒010-0955 秋田市山王中島町１－２ Tel:018-865-1161   Fax:018-865-1110

【開館時間】午前9時～午後5時【休館日】毎週月曜日（月曜日が祭日の場合はその翌日）

みらいあワクワクサンデー
10100～16100  （休憩12130～13130）

3日 巨大すごろくにチャレンジ！

10日 （「ダンボールパラダイス」を開催！）

17日 こすって回そう！ガリガリプロペラ！

24日 身体を動かすゲームにチャレンジ！

＜参加無料／申込不要＞

5日 いきいきママ講座
10130～11130
ヨガでリフレッシュ！（講師：伊藤路子氏）
申込：5/30締切 定員：20名（抽選）
対象：育児中のママ 託児：1人500円

8日 ベビーマッサージ
10130～12100
赤ちゃんとの触れ合いを楽しみ、赤ちゃん
もうっとりするテクニックを学ぼう！
申込：6/2締切 定員：12組（抽選）
対象：2ヵ月～1歳のお子さんと保護者
参加費：450円

9日 エジソンの部屋
10100～12100
タンパク質の七変化！？
新鮮チーズとシコシコ生パスタ作り！
申込期間：5/27～6/7締切
定員：20名（先着） 対象：6歳以上
＜参加無料＞

13日 おくるみタッチケア
10130～12100
赤ちゃんが泣きやむ魔法のアイテムで
育児を楽しむスキルを身につけよう！
申込：6/7締切 定員：12組（抽選）
対象：プレママと生後2ヵ月までの赤ちゃん
＜参加無料＞

15日 まま＆プレままのおしゃべりクラブ
10130～12100
パステル和アート体験（講師：高橋みどり氏）
パステルを削った粉で塗ったり混ぜたり！
初めての方も簡単にできます。
申込期間：5/30～6/13締切
定員：20名（先着） 対象：育児中のママ
材料費：300円

16日 おやこクッキング
10100～12100
パパといっしょに
コロコロライスコロッケを作ろう！
申込：6/9締切 定員：12組（抽選）
対象：5歳以上のお子さんとパパ
※お子さんは1組2人まで
参加費：1組300円

2,16,30日 つくってあそぼう
13130～16100

のび～るかえる、わりばしでっぽう、
ジャンピングアニマル

9,23日 キッズレザープログラム（ＫＬＰ）
13130～16100

キッズレザープログラムで革遊び☆
KLP  HP：http：//leatherkids.jlia.or.jp/

29日 ママとベビーの３Ｂ体操
10130～11130

ママとベビーで一緒に３Ｂ体操で身体を
動かそう☆
対象：1歳半までの首のすわった赤ちゃん

30日 サイエンスショーふしぎ大実験！
13130～14100

ウォーターマジック！こぼれない水のなぞ！

＜すべて 参加無料＞
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申込不要のイベント事前申込のイベント

10日 ダンボールパラダイス
10100～16100 （休憩12130～13130）
ダンボールでなんでも自由に作ってみよう！
ミニ迷路やミニ滑り台もあるよ！
＜参加無料／申込不要＞

☆☆☆ イベントの参加申し込みは、来館時かお電話で！ ☆☆☆

第１０回グランドピアノふれあい
コンサート参加者募集！
あなたもけやきシアターでグランドピアノ
を弾いてみませんか？
開催日：7/8（日）※詳しくは☎かHPで！
参加資格：高校生までのピアノ愛好家

対象が記載されていないイベントは

どなたでもご参加いただけます。

おはなし玉手箱 14130～15100

2日 （「おはなしのゆうえんち」を開催）
9日 森の実／絵本の読み聞かせ

16日 おむすび座／人形劇
23日 遠藤さん／絵本の読み聞かせ
30日 伊藤さん／昔話

「宇宙の日」記念 全国小・中学生作文絵画
コンテスト作品大募集！
テーマ：太陽系探査隊（作文・絵画共通）
きみは太陽系探査隊の一員として、太陽系の星を調べに
行くことになりました。きみはなにを調べたいですか？

応募締切：7/31必着（郵送、持参）
※詳しくは☎かHPで！

第５回全国カプラ®大会に参加しよう！
6月からカプラ®大会開催！カプラ®ひろば（第1、
第3水曜日）で作品を作ってエントリーしよう！

プラネタリウム投映（土・日・祝）
事務室で入場整理券をお受け取りください。

①11130～ ②14100～ ③16100～
＜投映番組（投映時間約30分）＞
①妖怪ウォッチプラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！（新番組）
②妖怪ウォッチプラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！（新番組）
③エコとロジーのわくわく太陽系めぐり「星空解説付」

※土日祝以外での団体投映も随時受け付けています。
詳しくはお問い合わせください。
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