
日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土
1111 2222 3333 4444 5555
夏休み子ども講座①夏休み子ども講座①夏休み子ども講座①夏休み子ども講座① 夏休み子ども講座②夏休み子ども講座②夏休み子ども講座②夏休み子ども講座② 夏休み子ども講座③夏休み子ども講座③夏休み子ども講座③夏休み子ども講座③ 夏休み子ども講座④夏休み子ども講座④夏休み子ども講座④夏休み子ども講座④ ゴスペルで歌おう
10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～12:00 10:30～12:00
親子であそぼう さんさんキッズ(水遊び) おひさまベビー(水遊び) 親子であそぼう 親子であそぼう
10:30～11:30 10:30～11:30 10:30～11:30 10:30～11:30 10:30～(雨天11:00～)
(雨天11:00～11:15) 親子10:30～(雨11:00～) 親子であそぼう (雨天11:00～11:15) つくってあそぼう

カプラ®ひろば 10:30～11:30 13:30～16:00
15:00～16:00 (雨天11:00～11:15) おはなし14:30～15:00

6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
みらいあみらいあみらいあみらいあ 親子であそぼう あそびの☆とびら 助産師さんの ながしソーメンながしソーメンながしソーメンながしソーメン 親子であそぼう
ワクワクサンデーワクワクサンデーワクワクサンデーワクワクサンデー 10:30～11:30 10:30～11:30 育児相談 11:30～12:30 10:30～11:30
10:00～16:00 休館日 (雨天11:00～11:15) 親子であそぼう 10:00～12:00 (雨天11:00～11:15)
（休憩12:30～13:30） 10:30～11:30 そら子ままの キッズレザープログラムキッズレザープログラムキッズレザープログラムキッズレザープログラム

みらいあひろば (雨天11:00～11:15) 英語であそぼう 13:30～16:00
13:30～16:00 キッズ＆Jr.3B 11:00～11:15

15:20～16:00

13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919
みらいあみらいあみらいあみらいあ 親子であそぼう さんさんキッズ(水遊び) おひさまベビー(水遊び)

一日工作フェスタ一日工作フェスタ一日工作フェスタ一日工作フェスタ 親子であそぼう
ワクワクサンデーワクワクサンデーワクワクサンデーワクワクサンデー 10:30～11:30 10:30～11:30 10:30～11:30 10:00～16:00 10:30～11:30
10:00～16:00 休館日 (雨天11:00～11:15) 親子であそぼう 親子であそぼう 親子であそぼう (雨天11:00～11:15)
（休憩12:30～13:30）

ウォーターウォーターウォーターウォーター 10:30～11:30 10:30～11:30 10:30～11:30 つくってあそぼうつくってあそぼうつくってあそぼうつくってあそぼう

みらいあひろば 　さばいばる！　さばいばる！　さばいばる！　さばいばる！ (雨天11:00～11:15) (雨天11:00～11:15) (雨天11:00～11:15) 13:30～16:00
13:30～16:00 14:30～15:30 カプラ®ひろば 闘心乱華13:30～14:00

＜雨天中止＞ 15:00～16:00 おはなし14:30～15:00

20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626
みらいあみらいあみらいあみらいあ 親子であそぼう 親子であそぼう 助産師さんの まま＆プレままのまま＆プレままのまま＆プレままのまま＆プレままの 親子であそぼう
　　　夏まつり　　　夏まつり　　　夏まつり　　　夏まつり 11:00～11:15 11:00～11:15 育児相談 おしゃべりクラブおしゃべりクラブおしゃべりクラブおしゃべりクラブ 10:30～11:30
15:00～19:00 休館日 キッズ＆Jr.3B 10:00～12:00 10:30～12:00 キッズレザープログラムキッズレザープログラムキッズレザープログラムキッズレザープログラム

15:20～16:00 親子であそぼう 親子であそぼう 13:30～16:00
11:00～11:15 10:30～11:30 サイエンスショーサイエンスショーサイエンスショーサイエンスショー

13:30～14:00
おはなし14:30～15:00

27272727 28282828 29292929 30303030 31313131
ワクワクサンデーワクワクサンデーワクワクサンデーワクワクサンデー ママとベビーの さんさんキッズ おひさまベビー
10:00～16:00 ３Ｂ体操 10:30～11:30 10:30～11:30 　
（休憩12:30～13:30） 休館日 10:30～11:30 親子であそぼう 親子であそぼう
新体操にチャレンジ☆新体操にチャレンジ☆新体操にチャレンジ☆新体操にチャレンジ☆ 親子であそぼう 11:00～11:15 11:00～11:15
11:00～11:30 11:00～11:15
みらいあひろば
13:30～16:00

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）

プラネタリウム投映プラネタリウム投映プラネタリウム投映プラネタリウム投映（（（（土・日・祝）土・日・祝）土・日・祝）土・日・祝）

事務室で入場整理券をお受け取りください。

①①①①11:30～～～～ ②②②②14:00～～～～ ③③③③16:00～～～～

＜投映番組（投映時間約35分）＞

①ワンピース ONEPIECE THE PLANETARIUM

②ワンピース ONEPIECE THE PLANETARIUM

③エコとロジーのわくわく太陽系めぐり（星空解説付）

※夏休み期間（7/25～8/24）は平日も①②の時間で投映します。

団体投映も随時受付していますのでお問い合わせください。

みらいあワクワクサンデーみらいあワクワクサンデーみらいあワクワクサンデーみらいあワクワクサンデー

10:00～～～～16:00  （休憩（休憩（休憩（休憩12:30～～～～13:30））））

6日日日日 ペットボトルロケットを作ろう！ペットボトルロケットを作ろう！ペットボトルロケットを作ろう！ペットボトルロケットを作ろう！

13日日日日 マーブリングでつくってみよう！マーブリングでつくってみよう！マーブリングでつくってみよう！マーブリングでつくってみよう！

（20日 「みらいあ夏まつり」を開催！※詳しくは裏面を見てね！）

27日日日日 ３Ｂ体操用具を使って４つのチャレンジを楽しもう☆３Ｂ体操用具を使って４つのチャレンジを楽しもう☆３Ｂ体操用具を使って４つのチャレンジを楽しもう☆３Ｂ体操用具を使って４つのチャレンジを楽しもう☆

＜参加無料／申込不要＞

25日日日日 まま＆プレまままま＆プレまままま＆プレまままま＆プレままののののおしゃべりクラブおしゃべりクラブおしゃべりクラブおしゃべりクラブ

10:30～～～～12:00
お子さんと一緒にミニかご作りをしよう！

※同じ部屋で託児あり。赤ちゃん連れも可。

申込期間：～当日朝まで

定員：20名（先着） 参加費：200円

5,19日日日日 つくってあそぼうつくってあそぼうつくってあそぼうつくってあそぼう

13:30～～～～16:00
キラキラステンドグラス、むしむし

キャッチャー、ミニ竿燈

12,26日日日日 キッズレザープログラム（ＫＬＰ）キッズレザープログラム（ＫＬＰ）キッズレザープログラム（ＫＬＰ）キッズレザープログラム（ＫＬＰ）

13:30～～～～16:00
夏休みの自由研究はキッズレザーに挑戦☆

KLP HP：http：//leatherkids.jlia.or.jp/

27日日日日 新体操にチャレンジ☆新体操にチャレンジ☆新体操にチャレンジ☆新体操にチャレンジ☆

11:00～～～～11:30
レクホールで男子新体操「鈴木先生」と

マット運動を楽しもう！

26日日日日 サイエンスショーふしぎ大実験！サイエンスショーふしぎ大実験！サイエンスショーふしぎ大実験！サイエンスショーふしぎ大実験！

13:30～～～～14:00
視覚のふしぎ！トリックアートであそぼう！

＜すべて 参加無料＞

★ ★

★ ★

★

★

★

★

★

★

★

★

申込不要のイベント申込不要のイベント申込不要のイベント申込不要のイベント事前申込のイベント事前申込のイベント事前申込のイベント事前申込のイベント

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ イベントの参加申し込みは、来館時かお電話で！イベントの参加申し込みは、来館時かお電話で！イベントの参加申し込みは、来館時かお電話で！イベントの参加申し込みは、来館時かお電話で！ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★

★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★

11日日日日 ながしソーメンながしソーメンながしソーメンながしソーメン

11:30～～～～12:30 （11:15～12:15整理券配布）
竹の水路を流れるソーメンをすくう体験をし

て暑い夏を涼もう！

※食体験イベントのため一人一杯程度です。

＜申込不要／参加無料＞

15日日日日 ウォーターさばいばる！ウォーターさばいばる！ウォーターさばいばる！ウォーターさばいばる！

14:30～～～～15:30
水鉄砲対決！相手チームのポイをねら

え！ぬれてもいい服装とすべらない靴で参

加してね！＜雨天中止＞

※水鉄砲は児童会館で準備したものを使用します。

＜申込不要／参加無料＞

天気のいい日はプールあそびをします！天気のいい日はプールあそびをします！天気のいい日はプールあそびをします！天気のいい日はプールあそびをします！

水遊びの準備をして遊びに来てね！

場所：玄関前 時間：10:30～11:30
期間：7/19～8/19（「親子であそぼう」実施日）
※雨天の場合は室内遊び（11:00～11:15）

1日～日～日～日～4日日日日 夏休み子ども講座夏休み子ども講座夏休み子ども講座夏休み子ども講座

10:00～～～～12:00
夏休みの自由研究に！

18日日日日 一日工作フェスタ一日工作フェスタ一日工作フェスタ一日工作フェスタ

10:00～～～～16:00
毎年恒例！一日中工作を楽しんじゃおう☆

20日日日日 みらいみらいみらいみらいああああ夏まつり夏まつり夏まつり夏まつり

15:00～～～～19:00
今年は記念の10回目！プログラムも盛りだ
くさん！フィナーレには花火もあるよ！

※詳しくは裏面を見てね！

★★★ ★

山の日山の日山の日山の日

おはなし玉手箱おはなし玉手箱おはなし玉手箱おはなし玉手箱 毎週土曜日14:30～～～～15:00

5日 マロンズ／絵本の読み聞かせ

12日 （お盆のためお休み）

19日 のはら／絵本の読み聞かせ

26日 こぐまちゃんのおはなしやさん

／ミニシアターと絵本

対象が記載されていないイベントは対象が記載されていないイベントは対象が記載されていないイベントは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。どなたでもご参加いただけます。どなたでもご参加いただけます。どなたでもご参加いただけます。

～お知らせ～～お知らせ～～お知らせ～～お知らせ～

青少年のための科学の祭典青少年のための科学の祭典青少年のための科学の祭典青少年のための科学の祭典

２０周年記念秋田大会２０周年記念秋田大会２０周年記念秋田大会２０周年記念秋田大会

7/29 13:00～～～～17:00 7/30 10:00～～～～15:00
児童会館全館を使って約20ブースが出展！
科学を楽しみながら学べるよ！

★

～お知らせ～～お知らせ～～お知らせ～～お知らせ～

「宇宙の日」記念「宇宙の日」記念「宇宙の日」記念「宇宙の日」記念

作文絵画コンテスト作品大募集作文絵画コンテスト作品大募集作文絵画コンテスト作品大募集作文絵画コンテスト作品大募集

テーマ：「月へ」

応募締切：7/30必着（郵送、持参）

※詳しくは☎かＨＰで！



　　　　　

8月月月月1日日日日 ①①①①科学科学科学科学講座講座講座講座

「「「「遺伝子ってなぁに？遺伝子ってなぁに？遺伝子ってなぁに？遺伝子ってなぁに？

～ＤＮＡを取り出してみよう！見てみよう！～～ＤＮＡを取り出してみよう！見てみよう！～～ＤＮＡを取り出してみよう！見てみよう！～～ＤＮＡを取り出してみよう！見てみよう！～」」」」

講師：外部講師（秋田南高校の理科の先生）

定員：20名（抽選） 参加費：無料

8月月月月2日日日日 ②クラフト講座②クラフト講座②クラフト講座②クラフト講座

「「「「クラフト工作で雑貨を作ろう！クラフト工作で雑貨を作ろう！クラフト工作で雑貨を作ろう！クラフト工作で雑貨を作ろう！

＜Ａ．ペン立て＜Ａ．ペン立て＜Ａ．ペン立て＜Ａ．ペン立て Ｂ．ミニかご（Ｂ．ミニかご（Ｂ．ミニかご（Ｂ．ミニかご（4年生以上）＞」年生以上）＞」年生以上）＞」年生以上）＞」

※Ａ、Ｂのどちらかを選ぶことができます

講師：外部講師（今野 明美氏）

定員：20名（抽選） 参加費：200円

8月月月月3日日日日 ③料理講座③料理講座③料理講座③料理講座

「デコドーナツを作ろう「デコドーナツを作ろう「デコドーナツを作ろう「デコドーナツを作ろう！」！」！」！」

講師：当館職員

定員：20名（抽選） 参加費：300円

8月月月月4日日日日 ④工作講座④工作講座④工作講座④工作講座

「「「「フレームサイズの砂絵に挑戦☆フレームサイズの砂絵に挑戦☆フレームサイズの砂絵に挑戦☆フレームサイズの砂絵に挑戦☆」」」」

講師：当館職員

定員：20名（抽選） 参加費：200円

＜全講座とも＞

実施時間：10:00～12:00

申込：7/27締切 対象：小学生以上

申込先：秋田県児童会館 ☎018-865-1161

＊＊＊各部屋の利用について＊＊＊＊＊＊各部屋の利用について＊＊＊＊＊＊各部屋の利用について＊＊＊＊＊＊各部屋の利用について＊＊＊

当館では各部屋の団体利用を受け付けています。校外学習、遠足等の昼食会場としてもご利用いただけます。

【ご利用に際しては以下の事項をご確認ください】

①子どもに関わる団体（５名以上）に限る（営利活動を除く）

②利用料は無料

③利用日の６ヵ月前の月の初日より電話等で申込可

④土日祝の予約は一日一回４時間まで

⑤利用時間は準備～後片付けまで全てを含む

⑥管理上支障がある時は利用の取消等をする場合がある

＊＊＊物品の貸し出しについて＊＊＊＊＊＊物品の貸し出しについて＊＊＊＊＊＊物品の貸し出しについて＊＊＊＊＊＊物品の貸し出しについて＊＊＊

当館では子どもに関わる団体を対象に、下記物品の貸し出しを行っています。

・各種着ぐるみ（7種類） ・オセロゲーム盤（20セット） ・テント（18棟） ・大型遊具（1種類） ・昔遊び道具（8種類）

・カプラ®ブロック（3000ピース）

【ご利用に際しての注意事項】

①有料事業では使用禁止 ②貸し出しは最長1週間まで（無料）

事前予約が必要です。詳しくは電話でお問い合わせください。

8月月月月18日日日日 10:00～～～～16:00 （（（（休憩休憩休憩休憩12:00～～～～13:00））））

（午前受付9:30～11：30／午後受付12:30～15:30）

工作屋台が大集合！メニューの中から好きなものを

選んでどんどん参加しよう！

対象：どなたでも

定員：各メニュー1回8名ずつ（先着）

参加費：100円～300円（メニュー別参加券発行）

※開催時間内であればいくつでも参加できます。

ただし、同時間帯で参加できるのは1メニューです。

＜予定メニュー＞※変更になる場合があります

☆1時間コース（毎時00分開始）

・手芸① ・・・300円

・手芸② ・・・100円

・デコぼうし ・・・300円

・万華鏡 ・・・200円

・アンブレラアート ・・・200円

・ステンドボトル ・・・200円

・ペイントジグソー ・・・100円

☆30分コース（毎時00分、30分開始）

・モザイクマグネット ・・・200円

・プラバンキーホルダー ・・・100円

・竹とんぼ ・・・100円

※ただし、以下の会館利用の場合はこの限りではありません。

・来館者向けのイベントを実施するために会館利用する場合

・劇場利用者が控室等として会館利用する場合

・その他上記に準ずる会館利用と当館が判断する場合


	8月
	8月裏

