
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

親子であそぼう さんさんキッズ おひさまベビー おいしくたのしく おはなしのゆうえんち
11:00～11:15 10:30～11:30 10:30～11:30 親子で食育！！ 10:30～11:00

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

おはなし14:30～15:00

7 8 9 10 11 12 13
みらいあ 親子であそぼう みらいあマタニティ 助産師さんの ベビーマッサージ エジソンの部屋
ワクワクサンデー 11:00～11:15 サークル 育児相談 10:00～11:30 10:00～12:00
10:00～16:00 休館日 10:30～11:30 10:00～12:00 親子であそぼう ゴスペル10:30～12:00

（休憩12:30～13:30） 親子であそぼう 親子であそぼう 11:00～11:15 親子11:00～11:15
第11回グランドピアノ 11:00～11:15 11:00～11:15 アトリエみらいあ
ふれあいコンサート 13:30～16:00
10:00～16:30 おはなし14:30～15:00

14 15 16 17 18 19 20
みらいあ みらいあ子ども用品 さんさんキッズ(水遊び) おひさまベビー(水遊び) まま＆プレままの こどもクッキング
ワクワクサンデー 限定フリーマーケット 10:30～11:30 10:30～11:30 おしゃべりクラブ 10:00～12:00
10:00～16:00 10:00～12:00 休館日 親子であそぼう 親子であそぼう 10:30～12:00 親子10:30～(雨11:00～)

（休憩12:30～13:30） ウォーター 10:30～11:30 10:30～11:30 親子であそぼう アトリエみらいあ
テーブルゲームで さばいばる！ (雨天11:00～11:15) (雨天11:00～11:15) 10:30～11:30 13:30～16:00
あそぼう 14:30～15:30 カプラ®ひろば (雨天11:00～11:15) 闘心乱華13:30～14:00

13:30～16:00 ＜雨天中止＞ 15:00～16:00 おはなし14:30～15:00

21 22 23 24 25 26 27
みらいあ 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10:30～11:30
ワクワクサンデー 10:30～11:30 10:30～11:30(雨天なし) 育児相談 10:30～11:30 (雨天11:00～11:15)
10:00～16:00 休館日 (雨天11:00～11:15) そら子ままの 10:00～12:00 (雨天11:00～11:15) アトリエみらいあ
（休憩12:30～13:30） 英語であそぼう 親子であそぼう 13:30～16:00
テーブルゲームで 11:00～11:15 10:30～11:30 サイエンスショー
あそぼう スポーツチャンバラ (雨天11:00～11:15) 13:30～14:00
13:30～16:00 15:20～16:00 おはなし14:30～15:00

28 29 30 31
ワクワクサンデー 親子であそぼう 親子であそぼう
10:00～16:00 10:30～11:30 10:30～11:30
（休憩12:30～13:30） 休館日 (雨天11:00～11:15) (雨天11:00～11:15)
テーブルゲーム アタッチメント・ヨガ
13:30～16:00 forベビー
リズムダンス 10:30～11:30
13:30～14:00

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）

10日 みらいあマタニティサークル
10:30～11:30
幸せのおまじない♡マタニティサッシュベルト
づくり（協力：フォトスタジオスマイリー）
申込：6/27～7/7締切 定員：6組（先着）
対象：プレママ 参加費：300円

12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：7/7締切 定員：12組（抽選）
対象：2ヶ月～1歳のお子さんと親
参加費：500円

13日 エジソンの部屋
10:00～12:00
お店にも負けない！自家製アイスクリーム作り
申込期間：6/30～7/11締切
定員：20名（先着） 対象：6歳以上
＜参加無料＞

19日 まま＆プレままのおしゃべりクラブ
10:30～12:00
クラフト工作☆手作りのかごを作ろう！
申込期間：7/11締切 定員：15名（抽選）
対象：子育て中のままとプレまま
参加費：300円

20日 こどもクッキング
10:00～12:00
ユニコーンロールケーキを作ろう！
申込：7/13締切 定員：20名（抽選）
対象：小学生以上 参加費：300円

30日 アタッチメント・ヨガforベビー
10:30～11:30
ヨガ式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：7/23締切 定員：12組（抽選）
対象：6ヵ月程度までの赤ちゃんとママ

6,13,20,27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！

15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！
※水鉄砲は児童会館で準備したものを使用します
＜雨天中止＞

27日 サイエンスショーふしぎ大実験！
13:30～14:00
水は万能の液体？ウォーターマジック！

28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！

＜すべて 参加無料＞

★

申込不要のイベント事前申込のイベント

5日 おいしくたのしく親子で食育！！
10:30～12:30
7/10は納豆の日！食育クイズや親子体操、
おいしい試食で心も体も元気になろう！
主催：グリーンローズ手形保育園・（株）ヤマダフーズ
＜参加無料／申込不要＞

15日 子ども用品限定フリーマーケット
10:00～12:00
子ども服、くつ、バッグやおもちゃを
楽しくリサイクル！※詳しくは☎かＨＰで！
申込期間：6/19～7/6締切 定員：25組（抽選）
＜出店料無料＞

☆☆☆ イベントの参加申し込みは、来館時かお電話で！ ☆☆☆

海の日

第11回グランドピアノ
ふれあいコンサート
開催日：7/7（日）
会場：けやきシアター
午前の部10:00～12:30
午後の部14:00～16:30
＜入場無料＞ 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）
※おむつが外れていないお友達は水遊び

★

みらいあに泊まろう！
参加者募集！
開催日：8/5（月）～8/6（火）
申込期間：6/25～7/7
対象：小学校4～6年生
参加費：1000円
※詳しくはＨＰで！

★

★

★

★

おはなし玉手箱 14:30～15:00

6日 おはなしポスト／絵本の読み聞かせ
13日 さえずり／絵本の読み聞かせ
20日 後藤館長／絵本の読み聞かせ
27日 こぐまちゃんのおはなしやさん／絵本の読み聞かせ

★

★

★

みらいあワクワクサンデー
10:00～16:00  （休憩12:30～13:30）

7日 七夕飾りをつくってお星様にお願いしよう☆

14日 水を使ったゲームで遊ぼう！※雨天時内容変更

21日 キッズレザープログラムで革工作☆

28日 ペーパーグライダーを作ろう！

＜参加無料／申込不要＞

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ふと気になる宇宙「星空解説付」（高学年以上向け）

※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。

★ ★

★ ★

★ ★ ★

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。

★

★★


