
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
さんさんキッズ おひさまベビー 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 11:00～11:15 10:30～11:00
親子であそぼう 親子であそぼう 親子であそぼう
11:00～11:15 11:00～11:15 11:00～11:15
カプラ®ひろば 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

15:00～16:00 13:30～16:00
おはなし14:30～15:00

5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111
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 親子であそぼう あそびの☆とびら 助産師さんの ベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ エジソンの部屋エジソンの部屋エジソンの部屋エジソンの部屋

10:00～16:00 11:00～11:15 10:30～11:30 育児相談 10:30～12:00 10:00～12:00
（休憩12:30～13:30） 休館日 親子であそぼう 10:00～12:00 親子であそぼう 鉄道模型10:00～15:00

春のお茶会春のお茶会春のお茶会春のお茶会 11:00～11:15 親子であそぼう 11:00～11:15 ゴスペル10:30～12:00

13:00～15:00 11:00～11:15 親子11:00～11:15
みらいあひろば つくって13:30～16:00

13:30～16:00 おはなし14:30～15:00

12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818
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 おひさまベビー 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 こどもクッキングこどもクッキングこどもクッキングこどもクッキング

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 11:00～11:15 10:30～11:30 10:30～11:30 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 10:00～12:00
10:00～16:00 休館日 親子であそぼう 親子であそぼう 10:30～12:00 親子11:00～11:15
（休憩12:30～13:30） 11:00～11:15 11:00～11:15 親子であそぼう つくってあそぼうつくってあそぼうつくってあそぼうつくってあそぼう

運動能力キタエル運動能力キタエル運動能力キタエル運動能力キタエル みらいあサロン みらいあサロン 11:00～11:15 13:30～16:00
13:30～１4:30 11:30～14:00 11:30～14:00 闘心乱華13:30～14:00

カプラ®15:00～16:00 おはなし14:30～15:00

19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525
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 バルーンアートでバルーンアートでバルーンアートでバルーンアートで 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
10:00～16:00 あそぼうあそぼうあそぼうあそぼう 11:00～11:15 育児相談 11:00～11:15 11:00～11:15
（休憩12:30～13:30） 13:00～13:30 休館日 10:00～12:00 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

ビートファイター 親子で楽しむ人形劇親子で楽しむ人形劇親子で楽しむ人形劇親子で楽しむ人形劇 親子であそぼう 13:30～16:00
ＡＣＥショー 14:00～15:00 11:00～11:15 親子ミュージカル親子ミュージカル親子ミュージカル親子ミュージカル

12:00～16:00 14:00～15:00
ひろば13:30～16:00

26262626 27272727 28282828 29292929 30303030 31313131
みらいあみらいあみらいあみらいあ ガラクタ工作ガラクタ工作ガラクタ工作ガラクタ工作 ガラクタ工作ガラクタ工作ガラクタ工作ガラクタ工作 ガラクタ工作ガラクタ工作ガラクタ工作ガラクタ工作 ガラクタ工作ガラクタ工作ガラクタ工作ガラクタ工作

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 10:30～15:00 10:30～15:00 10:30～15:00 10:30～15:00
10:00～16:00 休館日 （休憩12:00～13:00） （休憩12:00～13:00） （休憩12:00～13:00） （休憩12:00～13:00）
（休憩12:30～13:30） 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
みらいあひろば 11:00～11:15 10:30～11:30 10:30～11:30 11:00～11:15
13:30～16:00 親子であそぼう 親子であそぼう

11:00～11:15 11:00～11:15

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～～～～ ③③③③15:00～～～～

＜投映番組（投映時間約30分）＞
「ちびまる子ちゃん」さよなら投映（3/28まで）
①②③の回とも

プラネタリウムちびまる子ちゃん～星にねがいを～

※春休み期間（3/22～4/5）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））））

5日日日日 ひなまつりのゲームにチャレンジ！ひなまつりのゲームにチャレンジ！ひなまつりのゲームにチャレンジ！ひなまつりのゲームにチャレンジ！

12日日日日 はさんでかざろう！フォトスタンドづくり！はさんでかざろう！フォトスタンドづくり！はさんでかざろう！フォトスタンドづくり！はさんでかざろう！フォトスタンドづくり！

19日日日日 ゴムの力で発射！スーパーボールロケット！ゴムの力で発射！スーパーボールロケット！ゴムの力で発射！スーパーボールロケット！ゴムの力で発射！スーパーボールロケット！

26日日日日 ３Ｂ体操でチャレンジゲーム！３Ｂ体操でチャレンジゲーム！３Ｂ体操でチャレンジゲーム！３Ｂ体操でチャレンジゲーム！

＜参加無料／申込不要＞

4,11,18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
ジャンピングアニマル、くるくるルーレット、

ＣＤヨーヨー

11日日日日 鉄道模型とプラレールで遊ぼう鉄道模型とプラレールで遊ぼう鉄道模型とプラレールで遊ぼう鉄道模型とプラレールで遊ぼう

10:00～～～～15:00
親子で鉄道模型を楽しもう！

主催：鉄道友の会とイクメンネットワーク

12日日日日 運動能力キタエル運動能力キタエル運動能力キタエル運動能力キタエル

13:30～～～～14:30
いろいろな運動で体をきたえよう！講師は

サタナビっ！でおなじみの後藤良さん！

17日日日日 まま＆プレままのおしゃべりクラブまま＆プレままのおしゃべりクラブまま＆プレままのおしゃべりクラブまま＆プレままのおしゃべりクラブ

10:30～～～～12:00
お子さんの成長の思い出に手形を取ろう！

対象：お子さんと保護者

20日日日日 バルーンアートであそぼうバルーンアートであそぼうバルーンアートであそぼうバルーンアートであそぼう

13:00～～～～13:30
長ーい風船を使ってお花や犬に挑戦！

25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
キッズレザーで春の革工作

KLP HP：http：//leatherkids.jlia.or.jp/

28日～日～日～日～31日日日日 ガラクタ工作ガラクタ工作ガラクタ工作ガラクタ工作

10:30～～～～15:00 （休憩（休憩（休憩（休憩12:00～～～～13:00））））
廃材を使って自由に工作を楽しんじゃおう！

＜すべて 参加無料／申込不要＞

★ ★

★ ★

10日日日日 ベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ

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：3/5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：450円

11日日日日 エジソンの部屋エジソンの部屋エジソンの部屋エジソンの部屋

10:00～～～～12:00
ニュルニュルスライム作り＆

風船糸電話でみんなで秘密会議

申込期間：2/25～3/9締切
定員：20名（先着） 対象：6歳以上
＜参加無料＞

18日日日日 こどもクッキングこどもクッキングこどもクッキングこどもクッキング

10:00～～～～12:00
アフタヌーンティーパーティーをしよう！

（スコーン・カップケーキ・しゅわしゅわゼリー）

申込：3/11締切 定員：20名（抽選）
対象：小学生以上 参加費：300円

5日日日日 春のお茶会春のお茶会春のお茶会春のお茶会

13:00～～～～15:00 （①②とも受付12:45～14:45）
①13:00～13:30 お点前（お茶を点てていただく）体験
定員：10名（先着） 対象：5歳以上

②13:30～15:00 お抹茶体験
定員：60名（先着） 対象：どなたでも

＜参加無料／申込不要＞

20日日日日 親子で楽しむ人形劇親子で楽しむ人形劇親子で楽しむ人形劇親子で楽しむ人形劇

開場開場開場開場13:45 開演開演開演開演14:00～～～～15:00
人形劇団クスクスさんによる人形劇！

・人形劇「ぼくはしょうぼうしゃ」

・ペープサート「ブタとオオカミ」

＜参加無料＞

25日日日日 親子ミュージカル親子ミュージカル親子ミュージカル親子ミュージカル

14:00～～～～15:00
劇団ドールファミリィ第20回公演
「グルメン王国

～なんにも知らないお姫さま～」

＜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！ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

春分の日春分の日春分の日春分の日

★★

★ ★ ★ ★

★ ★

＜プラネタリウムからのお知らせ＞

「ちびまる子ちゃん」投映終了間近です！「ちびまる子ちゃん」投映終了間近です！「ちびまる子ちゃん」投映終了間近です！「ちびまる子ちゃん」投映終了間近です！

現在投映中の「プラネタリウムちびまる子ちゃん～星にねが

いを～」は3/28（火）でおしまいです。お見逃しなく！

3/29（水）からは新番組の「ワンピースONEPIECE  THE 

PLANETARIUM」が始まります。どうぞお楽しみに！

※3/29～31 ①11:30～②14:00～の回で投映します。

★

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

4日 高橋さん、千葉さん／絵本の読み聞かせ

11日 さえずり／絵本の読み聞かせ

18日 のはら／絵本の読み聞かせ

25日 （親子ミュージカルのためお休み）


