
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 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

10:30～11:30 10:30～11:30 11:00～11:15 10:00～12:00
親子であそぼう 親子であそぼう おはなしのゆうえんち
11:00～11:15 11:00～11:15 10:30～11:00
カプラ®ひろば 親子11:00～11:15
15:00～16:00 KLP13:30～16:00

おはなし14:30～15:00

5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111
みらいあみらいあみらいあみらいあ 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 ゴスペルでうたおう
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 育児相談 10:30～12:00 10:30～12:00
10:00～16:00 休館日 親子であそぼう 10:00～12:00 親子であそぼう 親子11:00～11:15
（休憩12:30～13:30） 11:00～11:15 そら子ままの 11:00～11:15 みらいあ冬フェスタみらいあ冬フェスタみらいあ冬フェスタみらいあ冬フェスタ

みらいあひろば 英語であそぼう 10:00～16:00
13:30～16:00 11:00～11:15 （休憩12:30～13:30）

おはなし14:30～15:00

12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818
バレンタイン大作戦バレンタイン大作戦バレンタイン大作戦バレンタイン大作戦 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

10:30～15:30 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
（休憩12:30～13:30） 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
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 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

13:30～14:30 みらいあサロン みらいあサロン 11:00～11:15 13:30～16:00
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 親子であそぼう 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 11:00～11:15 11:00～11:15 育児相談 11:00～11:15 11:00～11:15
（休憩12:30～13:30） 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

みらいあひろば 親子であそぼう 13:30～16:00
13:30～16:00 11:00～11:15 サイエンスショーサイエンスショーサイエンスショーサイエンスショー

田島征彦さん講演会田島征彦さん講演会田島征彦さん講演会田島征彦さん講演会 13:30～14:00
13:30開場/14:00開演 おはなし14:30～15:00

26262626 27272727 28282828
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
10:00～16:00 11:00～11:15
（休憩12:30～13:30） 休館日
みらいあひろば
13:30～16:00
人形劇｢じごくのそうべえ｣人形劇｢じごくのそうべえ｣人形劇｢じごくのそうべえ｣人形劇｢じごくのそうべえ｣

13:30開場/14:00開演

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）＞

①プラネタリウムちびまる子ちゃん～星にねがいを～

②プラネタリウムちびまる子ちゃん～星にねがいを～

③Field of the Heavens 星のうた 「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。

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 宝探しゲームにチャレンジ！宝探しゲームにチャレンジ！宝探しゲームにチャレンジ！宝探しゲームにチャレンジ！

12日日日日 （バレンタイン大作戦のためお休み）

19日日日日 こすると回る！ガリガリプロペラ！こすると回る！ガリガリプロペラ！こすると回る！ガリガリプロペラ！こすると回る！ガリガリプロペラ！

26日日日日 ３Ｂ体操の用具を使って運動チャレンジ！３Ｂ体操の用具を使って運動チャレンジ！３Ｂ体操の用具を使って運動チャレンジ！３Ｂ体操の用具を使って運動チャレンジ！

＜参加無料／申込不要＞

4,25日日日日 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（ＫＬＰＫＬＰＫＬＰＫＬＰ））））

13:30～～～～16:00

革での工作を楽しもう☆

KLP HP：http：//leatherkids.jlia.or.jp/

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

ＰＰバンドで小物入れを作ろう！（カフェ付）

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

紙コップけん玉、紙皿UFO、おきあがりこぼし、
糸でんわ、よくとぶ紙ひこうき、おひなさま

25日日日日 サイエンスショーふしぎ大実験サイエンスショーふしぎ大実験サイエンスショーふしぎ大実験サイエンスショーふしぎ大実験！！！！

13:30～～～～14:00

お家の中には科学がいっぱい！

＜すべて 参加無料／申込不要＞

★ ★

★ ★

4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

固まる！伸びる！

べっこうあめと生パスタ作りにちょうせん！

申込期間：1/21～2/2締切
定員：20名（先着） 対象：6歳以上
＜参加無料＞

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：2/5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

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

ひなまつりケーキを作ろう！

申込：2/11締切 定員：20名（抽選）
対象：小学生以上 参加費：300円

11日日日日 みらいあ冬フェスタみらいあ冬フェスタみらいあ冬フェスタみらいあ冬フェスタ

10:00～～～～16:00 （休憩（休憩（休憩（休憩12:30～～～～13:30））））

雪を遊ぼう！

雪中宝探しなど、冬の遊びがいっぱい！

あったかいおしるこもあるよ！

※吹雪など天候が悪い場合は館内で実施します。

＜参加無料／申込不要＞

12日日日日 バレンタイン大作戦バレンタイン大作戦バレンタイン大作戦バレンタイン大作戦

10:30～～～～15:30 （休憩（休憩（休憩（休憩12:30～～～～13:30））））

デコチョコプレゼントをつくろう！

※未就学児は保護者と一緒に参加してください。

参加費：100円
＜申込不要＞

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！ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

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。

建国記念の日建国記念の日建国記念の日建国記念の日

★

駐車場駐車場駐車場駐車場のご利用に関してのご利用に関してのご利用に関してのご利用に関して

当館にお越しの際は、専用駐車場または共同駐車場をご利用くだ

さい。なお、駐車台数には限りがありますので、上記のほか秋田

ケーブルテレビ駐車場17台分（土日祝のみ）や秋田県庁駐車場
（土日祝のみ）、公共交通機関等のご利用をお願いいたします。

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 ポレポレ／ミニシアター＆フィンガータップ

11日 こぐまちゃん／絵本の読み聞かせ

18日 おはなしの扉／絵本の読み聞かせ

25日 森の実／絵本の読み聞かせ

19日日日日 田島征彦さん講演会田島征彦さん講演会田島征彦さん講演会田島征彦さん講演会

開場13:30 開演14:00～～～～15:00

絵本を創って40年
親子で楽しむ「じごくのそうべえ」の物語

定員：700名（全席自由）
＜入場無料／申込不要＞

26日日日日 人形劇「じごくのそうべえ」人形劇「じごくのそうべえ」人形劇「じごくのそうべえ」人形劇「じごくのそうべえ」

開場13:30 開演14:00～～～～15:30

人形劇団ポポロによる楽しい人形劇

定員：700名（全席自由）
入場料：大人／1,000円

3歳以上～高校以下／500円
座席無しの2歳以下／無料
※チケットは児童会館事務室で販売中！


