
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
おひさまベビー(水遊び) 親子であそぼう おはなしのゆうえんち
10:30～11:30 10:30～11:30 10:30～11:00
親子であそぼう (雨天11:00～11:15) 子どもエコ学習
10:30～11:30 10:00～15:00(休憩有)

(雨天11:00～11:15) 親子10:30～(雨11:00～)

アトリエ13:30～16:00
おはなし14:30～15:00

4 5 6 7 8 9 10
みらいあ 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③ 夏休み子ども講座④ ゴスペル10:30～12:00

ワクワクサンデー 10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～12:00 10:30～11:30
10:00～16:00 休館日 親子であそぼう さんさんキッズ(水遊び) 助産師さんの ベビーマッサージ 親子であそぼう
（休憩12:30～13:30） 10:30～11:30 10:30～11:30 育児相談 10:00～11:30 10:30～(雨11:00～)
テーブルゲームで (雨天11:00～11:15) 親子であそぼう 10:00～12:00 親子であそぼう アトリエみらいあ
あそぼう みらいあに泊まろう！ 10:30～11:30 親子であそぼう 10:30～11:30 13:30～16:00
13:30～16:00 16:00～8/6 8:30 (雨天11:00～11:15) 10:30～(雨11:00～) (雨天11:00～11:15) おはなし14:30～15:00

11 12 13 14 15 16 17
ボディペイント ウォーター 親子であそぼう 親子であそぼう 音楽にふれよう！ 親子であそぼう
①10:00～②11:00～ さばいばる！ 10:30～11:30 10:30～11:30 10:00～10:20 10:30～11:30
③14:00～④15:00～ 14:30～15:30 休館日 (雨天11:00～11:15) (雨天11:00～11:15) 親子であそぼう (雨天11:00～11:15)
マット運動にチャレンジ ＜雨天中止＞ 10:30～11:30 アトリエみらいあ
11:00～11:15 (雨天11:00～11:15) 13:30～16:00
テーブルゲーム 闘心乱華見参！
13:30～16:00 13:30～14:00

18 19 20 21 22 23 24
みらいあ夏まつり 産前産後カフェ さんさんキッズ 助産師さんの まま＆プレままの 親子であそぼう
15:30～19:00 10:30～12:00 10:30～11:30 育児相談 おしゃべりクラブ 10:30～11:30

休館日 親子であそぼう 親子であそぼう 10:00～12:00 10:30～12:00 アトリエみらいあ
11:00～11:15 11:00～11:15 親子であそぼう 親子であそぼう 13:30～16:00

11:00～11:15 11:00～11:15 おはなし玉手箱
14:30～15:00

25 26 27 28 29 30 31
ワクワクサンデー 親子であそぼう そら子ままの おひさまベビー 親子であそぼう パパとベビーマッサージ

10:00～16:00(休憩有) 11:00～11:15 英語であそぼう 10:30～11:30 11:00～11:15 10:00～11:30
マット運動にチャレンジ 休館日 11:00～11:15 親子であそぼう 親子11:00～11:15
11:00～11:15 スポーツチャンバラ 11:00～11:15 アトリエみらいあ
リズムダンス 15:20～16:00 13:30～16:00
13:30～14:00 エネルギーサイエンスショー

ゲーム13:30～16:00 13:30～15:00

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
10:00～16:00  （休憩12:30～13:30）

4日 ペットボトルロケットを作って飛ばそう！

（11日 「ボディペイント」を開催！）

（18日 「みらいあ夏まつり」を開催！※詳しくは裏面で！）

25日 キッズレザープログラムで革工作☆

＜参加無料／申込不要＞

3日 子どもエコ学習
「流木と森のめぐみで夏休みアート工作」
10:00～15:00 （休憩12:00～13:00）
エコについて学びながら森の工作をしよう！
申込期間：7/2～7/21締切 定員：30名（先着）
対象：小学校3～6年生 ※お弁当を持参してください

主催：あきたエコマイスター県央協議会
＜参加無料＞

9日 ベビーマッサージ
10:00～11:30
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：8/1締切 定員：12組（抽選）
対象：2ヶ月～1歳のお子さんと保護者
参加費：500円

31日 パパとベビーマッサージ
10:00～11:30
大きなパパの手でうっとりマッサージ！
パパとベビーのお出かけデビューに。
申込：8/25締切 定員：10組（抽選）
対象：2ヶ月～1歳のお子さんと保護者
参加費：500円

3,10,17,24,31日 アトリエみらいあ
13:30～16:00
身近な材料を使って自由に作ってみよう！

12日 ウォーターさばいばる！
14:30～15:30
水鉄砲バトル！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＞
※水鉄砲は児童会館で準備したものを使用します

23日 まま＆プレままのおしゃべりクラブ
10:30～12:00
テーマ「こどもたちの生活リズムについて」
対象：妊娠中、育児中のまま

25日 みんなでたのしくリズムダンス
13:30～14:00
簡単なダンスをみんなでたのしく踊ろう！

31日 エネルギーサイエンスショー
13:30～15:00
サイエンスインストラクター阿部清人さんに
よるサイエンスショー特別版！

＜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

☆☆☆ イベントの参加申し込みは、来館時かお電話で！ ☆☆☆
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★

★ ★ ★

★ ★
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11日 ボディペイント
①10:00～10:30 ②11:00～11:30
③14:00～14:30 ④15:00～15:30
からだ全体を使ってダイナミックに描いて
みよう！汚れてもいい格好で集合！！
定員：各回20名程度
＜参加無料／申込不要＞

16日 音楽にふれよう！
10:00～10:20
秋田大学附属中学校のお兄さんとお姉さんが、
音楽を届けてくれるよ♡ジブリやディスニーなど
の曲を演奏予定！小さいお友だちも来てね！
＜参加無料／申込不要＞

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：7/17～8/17（「親子であそぼう」実施日）
※雨天の場合は室内遊び（11:00～11:15）

8月6日～8月9日 夏休み子ども講座
10:00～12:00
夏休みの自由研究に！

18日 みらいあ夏まつり
15:30～19:00
みらいあの大イベント！プログラムも盛りだく

※詳しくは裏面

を見てね！

★★

★

おはなし玉手箱 毎週土曜日14:30～15:00
3日 ポレポレ／ミニシアター・フィンガータップダンス

10日 森の実／絵本の読み聞かせ
17日 （お休み）
24日 マロンズ／絵本の読み聞かせ

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。

★

「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：初開催！宇宙万博（作文・絵画共通）
今年は、アポロ11号が史上初の月面着陸に成功した年から50年目。
もしかしたら、未来では宇宙に世界中のたくさんの国の人たちや宇宙人たち
が集まり「宇宙万博」が開催されるかもしれません。
きみだけの「宇宙万博」の世界を描いてみよう！

★

★振替休日

★

★

山の日

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。

①11:30～ ②14:00～ ③16:00～
＜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ラビくんのうちゅうりょこう「星空解説付」

※夏休み期間（7/20～8/25）は平日も①②の時間で投映します。

団体投映も受付していますので詳しくはお問い合わせください。

★ ★

★ ★



　　　　　8月6日 ①工作講座
「プラスチックバンドでかごを作ろう！」
講師：外部講師（渡部 純氏）
定員：20名（抽選） 参加費：無料

8月7日 ②科学工作講座
「ペットボトルでＬＥＤランタンを作ろう！」
講師：当館職員 定員：20名（抽選） 参加費：100円

8月8日 ③工作講座
「ミニボトルアクアリウムを作ろう！」
講師：当館職員 定員：20名（抽選） 参加費：300円

8月9日 ④料理講座
「タピオカミルクティー＆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

＜全講座とも＞
実施時間：10:00～12:00

申込：7/30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＊＊＊

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＊＊＊

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（2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。

※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

＜こちらの券を切り取ってご利用ください＞

今年の「みらいあ夏まつり」では、プログラムの一つとして
「こどもカラオケ大会」を開催します！
参加希望の方は、以下の要項を確認のうえご応募ください。
みなさんのご参加をお待ちしております！

◆参加資格：
子ども（～18歳）で、歌が好きな方ならどなたでも参加ＯＫ！
子どもを含むグループや家族での参加も可能です。

◆参加無料
◆申込期間：2019年7月12日～8月10日
◆定員：20組（応募者多数の場合は抽選）
◆申込方法：
所定の申込用紙に必要事項を記入し、児童会館事務室まで
提出してください。（郵便、ＦＡＸ可）

※個人情報の取り扱い

申込用紙に記載の個人情報は「こどもカラオケ大会」の運営のために、

適正な管理のもとで使用させていただきます。

◆注意事項
・当日の出演時間は、出入りを含めて5分以内です。
・応募者多数の場合は抽選となり、出演順は受付順となります。
・使用音源はCDまたはMDを各自でご用意ください。
・楽器を演奏される方も各自でご用意ください。児童会館で
貸し出し等はできません。

※詳細についてはＨＰや募集要項をご確認ください。

※各メニューや実施時間が変更となる場合があります。
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