日

月

火

「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！

★6

5

7
親子であそぼう
10:30～11:30

みらいあ
ワクワクサンデー
10:00～16:00

休館日

（休憩12:30～13:30）

みらいあひろば
13:30～16:00

金
★3

土
★

★4

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④ おはなしのゆうえんち

10:00～12:00

10:00～12:00

さんさんキッズ(水遊び) おひさまベビー(水遊び)

10:30～11:30
親子10:30～(雨11:00～)

カプラ®ひろば
15:00～16:00

10:30～11:30
親子であそぼう
10:30～11:30

10:00～12:00
親子であそぼう
10:30～11:30

10:30～11:00
親子であそぼう

10:30～(雨11:00～)
(雨天11:00～11:15) つくってあそぼう

13:30～16:00

(雨天11:00～11:15)

おはなし14:30～15:00

★ 10

★9

★8

助産師さんの
育児相談
(雨天11:00～11:15) (雨天11:00～11:15) 10:00～12:00
キッズ＆Jr.3B
15:20～16:00

14
親子であそぼう
10:30～11:30

ワクワクサンデー
10:00～16:00
休館日

（休憩12:30～13:30）

新体操教室
11:00～11:15
みらいあひろば
13:30～16:00

親子であそぼう
10:30～11:30

★ 11

★

山の日

ベビーマッサージ 親子であそぼう
10:30～12:00
親子であそぼう
10:30～11:30

10:30～11:30
(雨天11:00～11:15)
キッズレザープログラム

(雨天11:00～11:15) 13:30～16:00

さばいばる！

21
親子であそぼう
11:00～11:15

みらいあ
夏まつり
15:00～19:00

★ 17

★ 16

★ 15

さんさんキッズ(水遊び) おひさまベビー(水遊び)

10:30～11:30
(雨天11:00～11:15) 親子であそぼう
10:30～11:30
ウォーター
14:30～15:30
＜雨天中止＞

★ 20

19

木
★2

おはなし14:30～15:00

★ 13

12

水

1

10:30～11:30
親子であそぼう
10:30～11:30

★

★ 18

一日工作フェスタ

ゴスペル10:30～12:00

10:00～16:00
親子であそぼう
10:30～11:30

親子10:30～(雨11:00～)

10:30～11:30

つくってあそぼう

★ 22

闘心乱華13:30～14:00
おはなし14:30～15:00

★ 24

★ 23

親子であそぼう
11:00～11:15

休館日

助産師さんの
育児相談
10:00～12:00
そら子ままの
英語であそぼう
11:00～11:15

★

★ 25

まま＆プレままの 親子11:00～11:15
おしゃべりクラブ 木育＆キッズレザー☆
10:30～12:00
親子であそぼう
10:30～11:30

★ 27

ワクワクサンデー
10:00～16:00
（休憩12:30～13:30）

28

29

30

親子であそぼう
11:00～11:15

さんさんキッズ
10:30～11:30
親子であそぼう
11:00～11:15

おひさまベビー
10:30～11:30
親子であそぼう
11:00～11:15

休館日

新体操教室

みらいあワクワクサンデー

★

ペットボトルロケットを作って飛ばそう！
ペットボトルでミニ風鈴をつくろう！
「みらいあ夏まつり」を開催！※詳しくは裏面を見てね！）
３Ｂ体操用具で運動チャレンジ☆大型遊具でも遊べるよ！

ママとベビーの
３Ｂ体操

プラネタリウム投映（土・日・祝）

12,26日 鈴木先生の新体操教室
11:00～11:30
男子新体操「鈴木先生」と一緒にマット運
動に挑戦しよう！
14日 ウォーターさばいばる！
14:30～15:30
水鉄砲対決！相手チームの的をねらえ！
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＞

天気のいい日はプールあそびをします！

25日 サイエンスショーふしぎ大実験！
13:30～14:00
ファイヤーサイエンス！炎の色のひみつ

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：7/18～8/18（「親子であそぼう」実施日）

31日 ママとベビーの３Ｂ体操
10:30～11:30
ママとベビーで3B体操用具を使って身体
を動かそう☆
対象：1歳半までの首のすわった赤ちゃん
＜すべて 参加無料＞

7月31日～8月3日 夏休み子ども講座
10:00～12:00
夏休みの自由研究に！
17日 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☆

★

11,25日 キッズレザープログラム（ＫＬＰ）
13:30～16:00
キッズレザープログラムで革遊び☆
KLP HP：http：//leatherkids.jlia.or.jp/

※水鉄砲は児童会館で準備したものを使用します

サイエンスショー

10:30～11:30
親子であそぼう
11:00～11:15

4,18日 つくってあそぼう
13:30～16:00
きらきらステンドグラス、プラコプター、
すいか工作

当日は無料の革工作ＫＬＰも同時開催しています

13:30～14:00

事務室で入場整理券をお受け取りください。

10:00～16:00 （休憩12:30～13:30）

＜参加無料／申込不要＞

25日 木育＆キッズレザー☆
13:30～16:00
県産木材とレザーで「バードコール」作り！
申込期間：7/18～8/25当日締切
定員：30名（先着） 参加費：150円

13:30～16:00

31

11:00～11:15
みらいあひろば
13:30～16:00

5日
12日
（19日
26日

24日 まま＆プレままのおしゃべりクラブ
10:30～12:00 （受付開始10:15～）
エコクラフトでミニかご作り☆
申込期間：8/7～8/19締切
対象：育児中のママ
定員：12名（先着） 参加費：300円

キッズレザープログラム

おはなし14:30～15:00

26

10日 ベビーマッサージ
10:30～12:00
赤ちゃんとの触れあいを楽しみ、赤ちゃん
もうっとりするテクニックを学ぼう！
申込：8/5締切 定員：12組（抽選）
対象：2ヶ月～1歳のお子さんと親
参加費：450円

(雨天11:00～11:15) (雨天11:00～11:15) (雨天11:00～11:15) 13:30～16:00

カプラ®ひろば
15:00～16:00

申込不要のイベント

事前申込のイベント

19日 みらいあ夏まつり
15:00～19:00
みらいあの大イベント！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！

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 毎週土曜日14:30～15:00
4日
11日
18日
25日

遠藤さん／絵本の読み聞かせ
森の実／絵本の読み聞かせ
いくばあちゃんの昔話／絵本と素話
ポレポレ／ミニシアター・フィンガータップダンス

～お知らせ～
8月29日は「県の記念日」です。館内のクイズラリーの問題
に「秋田を知ろう！」バージョンが登場！挑戦してみてね！

①11:30～ ②14:00～ ③16:00～
＜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！
②妖怪ウォッチ プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！
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（7/24～8/24）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。

★

★

☆☆☆ イベントの参加申し込みは、来館時かお電話で！ ☆☆☆

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）

