
日 月 火 水 木 金 土
1
おはなしのゆうえんち

10:30～11:00
親子であそぼう
11:00～11:15
アトリエみらいあ
13:30～16:00
おはなし14:30～15:00

2 3 4 5 6 7 8
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 エジソンの部屋
ワクワクサンデー 11:00～11:15 10:30～11:30 10:30～11:30 11:00～11:15 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 ゴスペル10:30～12:00

（休憩12:30～13:30） 11:00～11:15 11:00～11:15 親子11:00～11:15
テーブルゲームで カプラ®ひろば みらいあキッズタウン
あそぼう 15:00～16:00 13:30～15:30
13:30～16:00 おはなし14:30～15:00

9 10 11 12 13 14 15
マット運動にチャレンジ 親子であそぼう みらいあ 助産師さんの ベビーマッサージ おやこクッキング
11:00～11:15 11:00～11:15 マタニティサークル 育児相談 10:30～12:00 10:00～12:00
みらいあ 休館日 10:30～11:30 10:00～12:00 親子であそぼう 親子11:00～11:15
キッズタウン 親子であそぼう 親子であそぼう 11:00～11:15 アトリエみらいあ
13:30～15:30 11:00～11:15 11:00～11:15 13:30～16:00

闘心乱華13:30～14:00

おはなし14:30～15:00

16 17 18 19 20 21 22
みらいあ 産前産後カフェ さんさんキッズ おひさまベビー まま＆プレままの 親子であそぼう
ワクワクサンデー 10:30～12:00 10:30～11:30 10:30～11:30 おしゃべりクラブ 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 親子であそぼう 10:30～12:00 アトリエみらいあ
（休憩12:30～13:30） 11:00～11:15 11:00～11:15 11:00～11:15 親子であそぼう 13:30～16:00
テーブルゲームで カプラ®ひろば 11:00～11:15 おはなし玉手箱
あそぼう 15:00～16:00 14:30～15:00
13:30～16:00

23 24 25 26 27 28 29
ワクワク10:00～16:00 親子であそぼう そら子ママの 助産師さんの 親子であそぼう パパとベビーマッサージ

マット運動11:00～11:15 11:00～11:15 英語であそぼう 育児相談 11:00～11:15 10:00～11:30
リズムダンス13:30～14:00 休館日 11:00～11:15 10:00～12:00 親子11:00～11:15
テーブル13:30～16:00 スポーツチャンバラ 親子であそぼう アトリエ13:30～16:00

15:20～16:00 11:00～11:15 サイエンスショー
チャンバラ13:30～16:00 13:30～14:00
テーブル13:30～16:00 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（月曜日が祝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）

2日 宝さがしに挑戦！隠されたお宝を見つけよう！

9日 （「みらいあキッズタウン」を開催！）

16日 傘袋ロケットを作ろう！

23日 キッズレザープログラムで革工作☆

＜参加無料／申込不要＞

8日 エジソンの部屋
10100～12100

ヌルヌル？カチカチ？？スライム、片栗粉、
水の不思議な関係を体感しよう！
申込期間：5/26～6/6締切
定員：20名（先着） 対象：6歳以上
＜参加無料＞

14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：6/9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：500円

15日 おやこクッキング
10100～12100

パパといっしょにピザを作ろう！
申込：6/8締切 定員：10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

（お子さんが2人の場合+150円）

21日 まま＆プレままのおしゃべりクラブ
10130～12100

スッキリ骨盤エクササイズ！
申込期間：6/4～6/16締切
定員：15組（抽選）
対象：妊娠中、育児中のママ
＜参加無料＞

29日 パパとベビーマッサージ
10100～11130

パパも一緒にベビーマッサージ
申込：6/22締切 定員：10組（抽選）
対象：2ヶ月～0歳のお子さんと保護者
参加費：500円

1,15,22,29日 アトリエみらいあ
13130～16100

身近な材料を使って自由につくってみよう！

12日 みらいあマタニティサークル
10130～11130

ヨガ式の呼吸や、簡単ポーズでおなかの
赤ちゃんともっと仲良くなろう♡
対象：プレママ
持ち物：フェイスタオル1枚、バスタオル2枚

23日 みんなでたのしくリズムダンス
13130～14100

簡単なダンスをみんなでたのしく踊ろう！

29日 サイエンスショーふしぎ大実験！
13130～14100

脳がだまされる！錯覚のふしぎ！

30日 スポーツチャンバラ大会
13130～16100

スポーツチャンバラ大会を楽しもう！
①幼児部13：30～②下学年部14：15～③上学年部15：00～

＜すべて 参加無料＞
～～～～～～～～～～～～～～～～～
18日 産前産後カフェ
10130～12100

保育士直伝！ぐずった時に使えるちょこっと
あそびネタ！（主催：ここはぐ）
対象：ママ・プレママ 参加費：100円
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申込不要のイベント事前申込のイベント

8，9日 みらいあキッズタウン
13130～15130（受付13:00～15:00）
働くってどんな感じ？みらいあキッズタウン
でおとな気分を味わっちゃおう！
お仕事体験の後はもらったお給料でお買
い物もできちゃう♡
（お仕事の内容などは決まり次第ホームページや
Facebook、館内掲示でお知らせします）
対象：おうちの人と離れてお仕事ができる
お友だち
＜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１１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？ ※詳しくは☎かHPで！

開催日：7/7（日） 申込：6/9締切（用紙必着）
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

1日 ポレポレ／ミニシアター・フィンガータップダンス
8日 森の実／絵本の読み聞かせ

15日 おはなしポスト／絵本の読み聞かせ
22日 マロンズ／絵本の読み聞かせ
29日 伊藤さん／昔話

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プラネタリウム はなかっぱ 花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行

②プラネタリウム はなかっぱ 花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行

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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