
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 秋田転勤ママの おはなしのゆうえんち
11:00～11:15 10:30～11:30 10:30～11:30 ウェルカムパーティー 10:30～11:00

休館日 親子であそぼう 親子であそぼう 10:30～12:00 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
15:00～16:00 13:30～16:00

おはなし14:30～15:00

7 8 9 10 11 12 13
ワクワクサンデー みらいあ子ども用品 親子であそぼう 助産師さんの ベビーマッサージ エジソンの部屋
10:00～16:00 限定フリーマーケット 11:00～11:15 育児相談 10:30～12:00 10:00～12:00
（休憩12:30～13:30） 10:00～12:30 休館日 キッズ＆Jr.3B 10:00～12:00 親子であそぼう ゴスペル10:30～12:00

であいのこんさぁと 15:20～16:00 そら子ままの 11:00～11:15 親子11:00～11:15
ふれあい体験 英語であそぼう 人形劇11:00～15:00
10:30～11:30 11:00～11:15 KLP13:30～16:00
ひろば13:30～16:00 おはなし14:30～15:00

14 15 16 17 18 19 20
ワクワクサンデー 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 こどもクッキング
10:00～16:00(休憩有) 11:00～11:15 10:30～11:30 10:30～11:30 おしゃべりクラブ 10:00～12:00
新体操11:00～11:15 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
スポーツチャンバラ大会 11:00～11:15 11:00～11:15 親子であそぼう つくってあそぼう
13:30～16:00 カプラ®ひろば 11:00～11:15 13:30～16:00
みらいあひろば 15:00～16:00 闘心乱華13:30～14:00

13:30～16:00 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 自然素材の工作 助産師さんの 自然素材の工作 親子であそぼう
ワクワクサンデー 11:00～11:15 10:00～16:00 育児相談 10:00～12:00 11:00～11:15
10:00～16:00 休館日 自然素材の工作 親子であそぼう 10:00～12:00 親子であそぼう サイエンスショー
（休憩12:30～13:30） 13:00～16:00 11:00～11:15 自然素材の工作 11:00～11:15 13:30～14:00
みらいあひろば 10:00～16:00 おはなし玉手箱
13:30～16:00 親子であそぼう 14:30～15:00

11:00～11:15

28 29 30 31
みらいあ 親子であそぼう さんさんキッズ
ハロウィンパーティー 11:00～11:15 10:30～11:30
10:00～15:30 休館日 親子であそぼう
（休憩12:00～13:00） 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（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）＞

「妖怪ウォッチ」さよなら投映

①②③の回とも

妖怪ウォッチ プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！

※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
10:00～16:00 （休憩12:30～13:30）

7日 紙とマジックでハロウィンランタンを作ろう！！

14日 スーパーボールロケットを飛ばそう！

21日 新聞紙の巨大迷路に挑戦！

（28日 「みらいあハロウィンパーティー」を開催！）

＜参加無料／申込不要＞

6,20日 つくってあそぼう
13:30～16:00
いろいろハロウィン工作！

13日 キッズレザープログラム（ＫＬＰ）
13:30～16:00
ハロウィンレザー☆革工作でハロウィン気
分を盛り上げよう！
KLP HP：http：//leatherkids.jlia.or.jp/

14日 鈴木先生の新体操教室
11:00～11:15
男子新体操「鈴木先生」とマット運動に挑戦！

27日 サイエンスショーふしぎ大実験！
13:30～14:00
ありがとう第２展示室！科学展示であそぼう！

＜すべて 参加無料／申込不要＞

★ ★

★ ★

7日 であいのこんさぁとふれあい体験
10:30～11:30
①車いす体験②点字体験③手話体験
※参加者には、お昼ごはん・であいのこんさぁと
の参加券をプレゼント！
申込：10/5締切 定員：①6組②③各15組（先着）
対象：小学生と保護者（中学生以上は子どものみ可）
＜参加無料＞

8日 子ども用品限定フリーマーケット
10:00～12:30
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！
定員：25組（抽選） 出店申込：9/14～9/28
＜出店料無料＞

12日 ベビーマッサージ
10:30～12:00
赤ちゃんとの触れ合いを楽しみ、赤ちゃん
もうっとりするテクニックを学ぼう！
申込：10/7締切 定員：12組（抽選）
対象：2ヵ月～1歳のお子さんとママ
参加費：450円

13日 エジソンの部屋
10:00～12:00
電気を通す？通さない？オリジナルテス
ターを作って調べてみよう！
申込期間：9/28～10/11締切
定員：20名（先着） 対象：6歳以上
参加費：200円

19日 まま＆プレままのおしゃべりクラブ
10:30～12:00
赤ちゃんから大人までおいしく食べられる
簡単手作りお焼きを作ろう！
申込：9/21～10/12締切 定員：15組（先着）
対象：妊娠中・子育て中のママ
＜参加無料＞

20日 こどもクッキング
10:00～12:00
ハロウィンプレートを作ろう！～あんまん・
プチシュー・チョコカップケーキ～
申込：10/13締切 定員：20名（抽選）
対象：小学生以上 参加費：300円

5日 秋田転勤ママのウェルカムパーティー
10:30～12:00
一緒にゲームをしたり、きりたんぽを食べ
たり、秋田でママ友つくっちゃおう！

13日 聖園短大「人形劇のひろば」
11:00～15:00 （休憩有）
聖園学園短期大学保育科の学生さんと
人形劇を楽しもう！

14日 スポーツチャンバラ大会
13:30～16:00
みんなでスポーツチャンバラを楽しもう！
①幼児部13:30～②下学年部14:15～③上学年部15:00～

23日～26日 自然素材の工作
23日13:00～16:00 24,25日10:00～16:00
26日10:00～12:00
「岩城少年自然の家」のスタッフによる自然素
材の工作ウィーク！※時間を確認して参加してください。

28日 みらいあハロウィンパーティー
10:00～15:30 （休憩12:00～13:00）
全館がハロウィン一色に！※詳しくは裏面で！

体育の日

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！ ☆☆☆

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。

★

★

★

★

★

★

★

★

～児童会館より大切なお知らせ～
「秋田県児童会館」は館内の天井補強、内壁補修等、
建物の修繕に伴う大規模工事のため、下記期間で休
館いたします。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしま
すが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

裏面の

情報も

ご確認

ください


