
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
ひなまつりゲーム 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 おはなしのゆうえんち

にチャレンジ 11:00～11:15 10:30～11:30 10:30～11:30 11:00～11:15 10:30～11:00
10:00～16:00 休館日 親子であそぼう 親子であそぼう 親子であそぼう
（休憩12:30～13:30） 11:00～11:15 11:00～11:15 11:00～11:15
テーブルゲームで カプラ®ひろば アトリエみらいあ
あそぼう 15:00～16:00 13:30～16:00
13:30～16:00 おはなし14:30～15:00

8 9 10 11 12 13 14
マット運動にチャレンジ 親子であそぼう みらいあ 助産師さんの 親子であそぼう エジソンの部屋
11:00～11:15 11:00～11:15 マタニティサークル 育児相談 11:00～11:15 10:00～12:00
テーブルゲームで 休館日 10:30～11:30 10:00～12:00 ゴスペル10:30～12:00

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

13:30～16:00
おはなし14:30～15:00

15 16 17 18 19 20 21
科学工作を作ろう 産前産後カフェ さんさんキッズ おひさまベビー 親子で楽しむ人形劇 こどもクッキング
10:00～16:00 10:30～12:00 10:30～11:30 10:30～11:30 14:00～15:00 10:00～12:00
（休憩12:30～13:30） 休館日 親子であそぼう 親子であそぼう 親子であそぼう 親子11:00～11:15
テーブルゲームで 11:00～11:15 11:00～11:15 11:00～11:15 アトリエみらいあ
あそぼう カプラ®ひろば 13:30～16:00
13:30～16:00 15:00～16:00 闘心乱華13:30～14:00

おはなし14:30～15:00

22 23 24 25 26 27 28
マット運動にチャレンジ 親子であそぼう そら子ママの 助産師さんの まま＆プレままの オカリナ魔女の演奏会
11:00～11:15 11:00～11:15 英語であそぼう 育児相談 おしゃべりクラブ 10:30～11:00
テーブルゲームで 休館日 11:00～11:15 10:00～12:00 10:30～12:00 親子11:00～11:15
あそぼう スポーツチャンバラ 親子であそぼう 親子であそぼう アトリエみらいあ
13:30～16:00 15:20～16:00 11:00～11:15 11:00～11:15 13:30～16:00

おはなし玉手箱
14:30～15:00

29 30 31
テーブルゲームで アタッチメント・ヨガ
あそぼう forベビー
13:30～16:00 休館日 10:00～11:00

親子であそぼう
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（月曜日が祝日の場合はその翌日）

1日 ひなまつりゲームにチャレンジ
10100～16100 （休憩12130～13130）

ひなまつりにちなんだゲームや工作にチャ
レンジ！フォトコーナーもあるよ！！

7,14,21,28日 アトリエみらいあ
13130～16100

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！

11日 みらいあマタニティサークル
10130～11130

先輩ママとおしゃべりしよう♡出産＆子育て
準備あれこれ！
産後は赤ちゃんと何して過ごした？経験を
もとに色々教えてもらっちゃおう！
対象：プレママ

15日 科学工作を作ろう
10100～16100 （休憩12130～13130）

スーパーボールロケットを作ろう！

27日 まま＆プレママのおしゃべりクラブ
10130～12100

いろいろ育児相談＆手形工作☆
対象：ママ・プレママ

＜すべて 参加無料＞

～～～～～～～～～～～～～～～～～

17日 産前産後カフェ
10130～12100

助産師さんのお話
トークテーマ「抱っこの大切さ」
参加費：100円（お茶代）

14日 エジソンの部屋
10100～12100

水の中で浮く！沈む！？
浮力を自由自在に操ろう！
申込期間：3/1～12締切
定員：20名（先着） 対象：6歳以上
＜参加無料＞

21日 こどもクッキング
10100～12100

シャカシャカクッキーを作ろう！
申込：3/14締切 定員：20名（抽選）
対象：小学生以上 参加費：300円

31日 アタッチメント・ヨガforベビー
10100～11100

ヨガの呼吸や簡単ポーズでママの体を
リラックス♡赤ちゃんと触れ合いながらできる
ポーズもご紹介！
申込：3/24締切 定員：10組（抽選）
対象：6ヵ月程度までの赤ちゃんとママ
＜参加無料＞

20日 親子で楽しむ人形劇
開場13145 開演14100～15100

プロの人形劇団クスクスさんによる楽しい
人形劇！
演目「トッドとミミー」
「ジャックとふしぎな豆のつる」

＜参加無料／申込不要＞

28日 オカリナ魔女の演奏会
10130～11100

オカリナ魔女ICHIKOさんによる演奏会。
みんなが知ってるあの曲も演奏してくれるよ！
＜参加無料／申込不要＞

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！ ☆☆☆

春分の日

★

★ ★ ★

★

＜プラネタリウムからのお知らせ＞

「はなかっぱ」の投映が終了間近です！

現在投映中の「プラネタリウム はなかっぱ 花さけ！パッカ～ん

宇宙旅行」は3/29（日）でおしまいです。お見逃しなく！

3/31（火）から新しい番組が始まります。新番組の情報は
来月号で発表します！お楽しみに！
※3/31は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

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14130～15100

7日 マロンズ／絵本の読み聞かせ
14日 さえずり／絵本の読み聞かせ
21日 のはら／絵本の読み聞かせ
28日 こぐまちゃんのおはなしやさん／絵本の読み聞かせ

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。

①11130～ ②14100～ ③15100～
＜投映番組（投映時間約30分）＞
「はなかっぱ」さよなら投映（3/29まで）
①②③の回とも
プラネタリウム はなかっぱ 花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行

※春休み期間（3/20～4/5）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。

★ ★

★ ★

★ ★

★ ★


