
日 月 火 水 木 金 土
1
親子であそぼう
10:30～11:30
アトリエみらいあ
13:30～16:00
おはなしのゆうえんち
14:30～15:00

2 3 4 5 6 7 8
節分鬼退治！ 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
10:00～15:30 11:00～11:15 10:30～11:30 10:30～11:30 11:00～11:15 10:00～12:00
鬼退治11:00/14:00/15:00 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 英語であそぼうSP
テーブルゲームで カプラ®ひろば 11:00～11:15
あそぼう 15:00～16:00 アトリエ13:30～16:00
13:30～16:00 おはなし14:30～15:00

9 10 11 12 13 14 15
バレンタイン大作戦 みらいあ 助産師さんの 親子であそぼう こどもクッキング
10:30～15:30 マタニティサークル 育児相談 11:00～11:15 10:00～12:00
（休憩12:30～13:30） 休館日 10:30～11:30 10:00～12:00 親子11:00～11:15
マット運動にチャレンジ 親子であそぼう 親子であそぼう アトリエみらいあ
11:00～11:15 11:00～11:15 11:00～11:15 13:30～16:00
ファミリー電波教室 闘心乱華13:30～14:00

13:00～16:30 おはなし14:30～15:00

16 17 18 19 20 21 22
ふくしマン 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
11:00～11:45 10:30～12:00 10:30～11:30 10:30～11:30 おしゃべりクラブ 10:30～11:30
テーブルゲームで 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
あそぼう 11:00～11:15 11:00～11:15 11:00～11:15 親子であそぼう 13:30～16:00
13:30～16:00 カプラ®ひろば 11:00～11:15 おはなし玉手箱

15:00～16:00 14:30～15:00

23 24 25 26 27 28 29
マット運動にチャレンジ キッズレザープログラム 親子であそぼう 助産師さんの 親子であそぼう 親子であそぼう
11:00～11:15 10:00～16:00 11:00～11:15 育児相談 11:00～11:15 11:00～11:15
テーブルゲームで （休憩12:30～13:30） 休館日 スポーツチャンバラ 10:00～12:00 アトリエみらいあ
あそぼう 15:20～16:00 そら子ままの 13:30～16:00
13:30～16:00 英語であそぼう サイエンスショー

11:00～11:15 13:30～14:00
人形劇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）

1,8,15,22,29日 アトリエみらいあ
13:30～16:00

身近な素材を使って自由に作ってみよう！
簡単工作もあるよ！

8日 そら子ままの英語であそぼうＳＰ
11:00～11:15

第4水曜日に行っているイベントのスペシャル
バージョン！楽しみながら英語にふれよう！

21日 まま＆プレままのおしゃべりクラブ
10:30～12:00

風邪対策＆いろいろ育児相談
対象：ママ・プレママ

24日 キッズレザープログラム（ＫＬＰ）
10:00～16:00 （休憩12:30～13:30）
子どものための革工作プログラム☆

29日 サイエンスショーふしぎ大実験！
13:30～14:00

ちょっぴりふしぎなサイエンスマジック！

＜すべて 参加無料＞

～～～～～～～～～～～～～～～～～

12日 みらいあマタニティサークル
10:30～11:30

産まれてくるあかちゃんに♡スタイをつくろう！
対象：プレママ 参加費：300円

18日 産前産後カフェ
10:30～12:00

トークテーマ「赤ちゃん返り、上の子との関
わりどうしてる？」
対象：ママ・プレママ 主催：ここはぐ
参加費：100円

8日 エジソンの部屋
10:00～12:00

オリジナルテスターを作って電気を通すもの、
通さないものを調べてみよう！
申込期間：1/23～2/2締切 定員：20名（先着）
対象：6歳以上 参加費：200円

15日 こどもクッキング
10:00～12:00

いちごティラミスを作ろう！
申込：2/8締切 定員：20名（抽選）
対象：小学生以上 参加費：300円

2日 節分鬼退治！
10:00～15:30 （休憩12:30～13:30）
（鬼退治11:00／14:00／15:00）
豆入れを作って鬼退治をしよう！
＜参加無料／申込不要＞

9日 バレンタイン大作戦
10:30～15:30 （休憩12:30～13:30）
カプセルチョコにデコレーションでチョコっと
バレンタイン♡ラッピングもできるよ！
※未就学児は保護者と一緒に参加してください。
参加費：150円 ＜申込不要＞

9日 ファミリー電波教室
13:00～16:30

外部の先生による特別講座！手作りラジオ
を組み立てよう！ラジオはプレゼント！
申込期間：1/21～2/6締切 定員：20名（先着）
対象：小学校4年生以上
主催：秋田県電波適性利用推進員協議会
※詳しくは☎018-845-1677／石川までお問い合わせください。

＜参加無料＞

16日 ふくしマン
11:00～11:45

ふくしマン参上！寸劇や車椅子体験を通して
福祉について学ぼう！
主催：社会福祉士会青年部会

申込不要のイベント事前申込のイベント
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★

★

★
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★
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☆☆☆ イベントの参加申し込みは、来館時かお電話で！ ☆☆☆

建国記念の日

★

みらいあ育児サークル 10:30～11:30

触れあい遊びやかんたん工作をするよ！
5日、19日 さんさんキッズ 1歳半頃～就園前まで
6日、20日 おひさまベビー 0歳～1歳半頃まで

★

振替休日 ★ ★

おはなし玉手箱 毎週土曜日14:30～15:00

1日 ハッピーマザー「おはなしのゆうえんち」
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 おむすび座「人形劇のひろば」

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～ ③15:00～
＜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宇宙ペンギン、奇跡の地球へ「星空解説付」

※土日祝以外での団体投映も随時受付しています。

詳しくはお問い合わせください。

★ ★

★ ★

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。

天皇誕生日


