
松
阪
駅

①参加希望イベント名　　②参加日　  ③時間　  ④代表者の名前（ふりがな）
⑤代表者の〒・住所 　⑥代表者の電話番号　 ⑦参加者人数および名前・学年

※個人情報は厳重に管理し、他の用途では使用いたしません。

学校や子ども会など、20名様以上
でのご利用の際は事前にお申し込
みください。お申し込みの際はホー
ムページの「団体利用案内」にて利
用内容をご検討のうえ、仮申し込み
をお願いいたします。
※ご利用受付につきましてはHPをご覧
　ください。

「移動児童館」は、児童館のない地域を中心に出向き、
アートクラフト・カプラ遊びの体験を通じて、子どもたち
が心豊かに成長していくことのできる環境作りを支援
します。

イベントやメニューによって「事前申込」と書かれているものにつ
いては、下記の内容を明記のうえ、それぞれ実施するコーナー専用
アドレス（携帯も可）に送信してください。1週間以内に当館から受
付完了メールがない場合は、お電話でお問い合せください。

●平成30年度の申し込みについてはHPをご覧ください。

（実施日 6月1（金）～翌年3月31日（日）までを受付）
平成30年4月10日（火）～受付開始

10:00～10:30

時間帯 平　日 土日祝

ドーム映画
（星空案内なし）

11:00～11:40 プラネタリウム
番組

13:00～13:30
団体
利用

ドーム映画
（星空案内なし）

16:00～16:30

プラネタリウム
番組14:00～14:40

ドーム映画
（星空案内なし）

15:00～15:30 ドーム映画
（星空案内なし）

「ポケットモンスター  サン＆ムーン　プラネタリウム」
ドーム映画　上映時間 約30分　※星空案内はありません

プラネタリウム番組　投影時間 約40分 ※プラネタリウムスタッフによる星空案内20分含む

プラネタリウム番組　投影時間 約40分 ※プラネタリウムスタッフによる星空案内20分含む

ドームシアター番組案内
ドーム径22m 県内最大 全天周220席
ドームシアター上映スケジュール

ドームシアター料金（お一人様／1作品）

※（　　）は20名以上の団体料金

大　人 児童生徒等 幼児（3歳以上）
400円
（320円）

200円
（160円）

100円
（80円）

土日祝に上映（休館日は除く）

「おやつの城」連動イベント！みんなが大好
きなおかしの音楽をお届けします☆絵本の
読み語りやお星さまもみられるよ！

ゼンリョクで見逃すな！太陽と月が奏でる“奇跡の瞬間”
●上映期間 4月14日（土)～6月30日(土）
①10:00～10:30　②13:00～13:30　
③15:00～15:30　④16:00～16:30

みえこどもの城オリジナル「オーロラの世界」
なぜ見えるの？どこで見えるの？さぁ、いっしょにオーロラを探しにいきましょう！
●上映期間 4月14日（土)～5月13日(日）
①11:00～11:40　②14:00～14:40

みえこどもの城オリジナル「火星ウルトラ大接近」

おやつの城のCDコンサート 松阪市天文台
30周年記念事業

大接近ってどういうこと？火星ってどんな星？今年旬の惑星火星の
ヒミツに迫ります！
●上映期間 5月19日(土)～6月30日(土）
①11:00～11:40　②14:00～14:40

松阪市天文台の30周年を記念して、JAXA
の方を招いた講演会を開催！

■小学生以上　
■主催 松阪市、松阪市天体観測施設天文台実行委員会
　共催 県立みえこどもの城

「助産師さんの子育て相談会」なども開催！
■無料／当日自由参加　■講師 子育て・女性健康支援センター・みえ

5月26日（土）
13：00～15：00

■0歳～未就学児の親子5月11日（金）
①11：00～11：30　
②14：00～14：30

3月15日(木) 9：30～
dome@mie-cc.or.jp

詳しくは
こどもの城HPにて4００円参加費　大人のみ

同日
開催

はやぶさ２プロジェクトチーム
岩田隆浩さん講演会

GWは毎日楽しい
イベント盛りだくさん！

START!

GOAL!
スペシャル☆
マジックショー

ヒロさんの（土）

4/28

■幼児～　
■出演 三重大学ジャグリングサークル
 「ジャグリアーノ！」

（木祝）

5/3 （土祝）

5/5

夢のお菓子
デザイン画表彰式

（日）

4/29

14：00～

三重大学生によるジャグリングのステージ！
子どもたちとのディアボロ体験もあります。

全国トップレベルのダンス
パフォーマンスを楽しもう！

①11：30～　②14：30～

■幼児～　
■出演 萩原善洋さん

①11：30～　
②14：30～

■幼児～　
■出演 Peek-a-boo、
 神谷舞（歌）、
 中垣友希（ピアノ）、
 中村新（パーカッション）

①11：30～　
②14：00～

ダンス
パフォーマンス

三重中高

（日）

5/6 わくわく
コンサート

■出演 三重中学校・高等学校ダンス部
①11：30～　②13：00～

ジャグリングショー

三重大学
ジャグリングサークル
「ジャグリアーノ！」

おやつの城連動企画

ミニイベントも開催。
詳しくは中面をご覧ください。

リズムを感じよう！！音楽に
あわせて体をうごかそう！！

三重県内の企業・団体がみえこどもの城にやってくるよ。
おしごと体験を通して身近にある「おしごと」を知ろう！

■0歳～未就学児の親子／親子25組
■出演 音楽のアトリエ ムジカーノ
 杉本佳代（ソプラノ）
 飯柴恵子（ピアノ）

■0歳～未就学児の親子／親子25組
■出演 みやざき美栄（ピアノ）

小さな音楽会
赤ちゃんとママのための

4月25日（水）①10：00～10：30 ②11：30～12：00 6月15日（金）①10：00～10：30 ②11：30～12：00
4月25日（水） 9：30～
renkei02@mie-cc.or.jp

3月25日（日） 9：30～
renkei02@mie-cc.or.jp

6月30日(土)・7月1日(日）①午前の部 10：00～12：30 ②午後の部 13：00～15：30

3００円
参加費
大人のみ

300円
参加費
大人のみ

平日に0歳から楽しめる音楽会シリーズ

クラシック音楽会
はじめての

第6回 みえこどもの城☆

■小学生～（未就学児は保護者同伴で体験可能ブースあり）
※混雑時は入場制限あり　※飲食は有料です
※体験カードは午前・午後の部それぞれ開始時間の１５分前に配布します。

注意
事項

5/5は端午の節句。歌とピアノで「聴く・奏でる・
歌う」を赤ちゃんと一緒に楽しめるコンサート。

子どもの想像力を育てよう！
イメージを膨らませよう！

大人っていつもどんなおしごとをしているのかな？

おかげさまで30周年

4・5・6月イベント情報 119号

三重県立

みえこどもの城



●利用料金：小学生以上お一人さま１回45分 200円
●対象：小学生以上　
●定員：①初級/上級…各回20名 ②中級…各回15名
●当日申込（受付名簿あり）　

プレイランドスケジュール ●クライミングコーナー
●遊具コーナー

初 級
中 級
上 級

●小学生以上　●横移動（トラバース）のみ（高さ3m以内）
●小学3年生以上　●設定コースのチャレンジカードのクリアを目指す（高さ4m以内）
●チャレンジカードを修了の小学３年生以上　●自由なコースでのクライミングが可能（高さ4m以内）

クライミングコーナーご利用の注意 注意、約束事への承諾書
が必要です

上靴又は室内用の
靴が必要です

※4月1日（日）と6月9日（土）は特別イベント実施のため、午後より通常運営となります。

※14歳未満の方は保護者の付添が必要です。　　
※保護者の方でもクライミングをされる場合は有料です。
※特別イベントは利用料金が異なります。
※ご利用に際しては「承諾書」をいただきます。

平日の運営
　について

平日はスタッフによる指導や補助はいたしませんが、14歳以上の方、保護者同伴の
お子さま（小学生以上）については自己責任をご了承いただきご利用いただいてお
ります。ご利用いただけるのは中級コースの高さまででトップロープはできません。

クライミングコーナー GW期間中4月28日（土）～5月6日（日）は、
終日初級（トラバース）

第2・4土曜日クライミング運営時間
10：00～10：45 午前中

トップロープ11：00～11：45
12：00～12：45

午後は
各期間の運営を参照

13：00～13：45
14：00～14：45
15：00～15：45
16：00～16：45

遊具 土日祝クライミング
○ ○初級
○ ○中級
○
○ ○初級
○ ○中級
○ ○初級
○ ○上級

×（運営なし）

4月1日（日）はじめてのクライミング教室

5月2日（水）9：30～　play@mie-cc.or.jp

①10：00～10：45　　　　②11：00～11：45　
■①新小学1年生 15名　　 ②新小学3年生 10名

初級 中級

6月9日（土）はじめてのトップロープ教室
10：00～11：45　■当館のチャレンジカードのモンブランコースを
   クリアしている小学3～6年生／先着10名

申込受付中

はじめてのクライミングに挑戦しよう！

はじめての

トップロー
プ

に挑戦して
みよう！

参加費
400円

参加費
800円

EVENT イベント情報

■幼児から（未就学児は保護者同伴）　
■協力 県内各青少年市町民会議等

9：30～１７：００

親子のためのリフレッシュ体操

１１：１５～１１：４５　■未就学児とその保護者 
親子でのびのびと身体を動かして、リフレッシュしませんか？

かわいく
デコろう！

おやつの城 in みえこどもの城

共通事項  ■講師 松本貴子さんetc@mie-cc.or.jp

3/24(土)～5/13(日)

10：00～16：00　■幼児から

4 /14(土)・5/12(土)・26(土)・6/9(土)・23(土)

三重県のお菓子屋さんが大集合！
週替わりで開催されるイベントや、企画展など、美味し
くっておもしろい「おやつの城」をお楽しみください！

電車でゴーゴー！鉄道模型展17

毎月第２～第４金曜日

毎月第４金曜日
９：４５～１０：４５　■子育て中のママ、子育てを終えた方など大人の方

子育てママのリフレッシュ体操
週に一度、身体と心をリフレッシュしませんか？ママ同士のおしゃべりも楽しいですよ！

みんなが知っている新幹線からレトロな貨物列車まで、松阪
レイルモデルクラブ所有の鉄道模型が展示走行します。

私たちが住んでいる三重県をクイズ形式で紹介するよ。
きみはどれだけ知っているかな？！

10：00～16：00
■幼児から　■協力 松阪レイルモデルクラブ

子ども将棋ひろば【経験者向け】

第2土曜日 13：00～15：00　■将棋ができる5歳～小学生 15名
たくさんの人と交流しながら、将棋を楽しもう！

第2、第4土曜日 10：00～12：00　■5歳～小学生 15名

子ども将棋教室【初心者向け】
将棋はもちろん、礼儀等も指導してもらうよ！

共通事項 4月7日(土)9：30～
renkei02@mie-cc.or.jp ■協力 松阪子ども将棋推進会

1,0００円5回シリーズの
教材費として

4月15日(日) 『はぐくみタイ夢 特別イベント  春うきうき♪焼き桜もち』 ■事前申込　■協力 はぐくみ隊　■ひとり200円
4月21日(土) 『アイシングクッキーをつくろう』 ■事前申込　■協力 ANNIVERSARY(アニバーサリー)　■ひとり800円
4月22日(日) 『クイズで楽しくおやつづくりをまなぼう!!』 ■当日受付　■協力 1010banchi
4月29日(日) ①『オリジナルカップあられづくり』 ■当日受付　■協力 株式会社風味堂
 ②『おにぎりせんべいの味付け体験』 ■当日受付　■協力 株式会社マスヤ

週末のイベント ※詳細はみえこどもの城ホームページをご覧ください。

1回200円／先着100名

デコスプーン

WORK
SHOP
ワークショップ

WORK
SHOP

1回100円／先着100名

型ぬき
かた

カプラ★チャレンジ

13：00～14：00
■来館者全員（未就学児は保護者同伴）
■講師 こどもの城スタッフ

スタッフと一緒にカプラを楽しもう！
※混雑時は入場制限あり

4 /1(日)・5/13(日)・6/3(日)

6/17(日)・23(土)
参加費
500円

※模型の販売はありません

5/26(土)～6/24(日)知っているようで
知らない三重県 三重・まるみえ展

み  え

企画展
●お菓子に関するパネル
●マカロンタワー・クロカンブッシュ
●飾り菓子などの本物のお菓子で
　できたオブジェ　　など

詳しくは、下記の「はぐくみタイ夢」
の内容をご覧ください。

みんな夢中！
うまくできるかな？

毎月第2・第4金よう日は、こどもの城
ボランティアさんの絵本のよみきかせがあるよ！

■時間 10：30～11：30

工作の開催時間は、内容によって分かれています。
Aタイプ ①10：00～ ②13：00～ ③15：00～  
Bタイプ  9：30～12：00、13：00～15：00の間随時
Cタイプ  9：30～12：00、13：00～15：30の間随時

クルクルまわる
あめはれカード

キャンディー☆
キャッチ サメパックン

■幼児から／各日先着40名
（なくなり次第終了します）
■10：00～16：00

毎 日 開 催

参加費
100円

6月

4月
5月

Bタイプ

Aタイプ Aタイプ

Aタイプ Aタイプ Aタイプ

※特別イベント等の開催により、　実施をしない日もあります。

Cタイプ

■幼児から／各回先着10名
■ひとつ200円　

4月21日（土）、22日（日）

Aタイプ

■幼児から／各回先着10名
■ひとつ200円　

6月16日（土）、17日（日）

■幼児から／各回先着10名
■ひとつ1,400円　
■講師 お花の教室季園・佳園

3月22日(木)9：30～
art@mie-cc.or.jp

4月22日（日）
Aタイプ

■幼児から／各回先着10名
■ひとつ300円

4月28日（土）～30日（月振）
■幼児から／各日先着100名
■ひとつ200円

4月28日（土）～30日（月振）
5月2日(水)～6日（日）

Aタイプ

■幼児から／各回先着15名
■ひとつ400円

5月2日(水)～6日（日）

■幼児から／
　各日各キット30個（全7種）
■ひとつ500円　
■協力 ブックローン株式会社

5月3日(木祝)、4日（金祝）
■幼児から／各回先着10名
■ひとつ700円　
■講師 山口香子さん

4月26日(木)9:30～
art@mie-cc.or.jp

5月26日(土)、27日(日)

■幼児から／各回先着10名
■ひとつ300円　
■協力 こどもの城ボランティア

6月9日(土)
■幼児から／各回先着10名
■ひとつ200円

6月23日(土)、24日(日)

紙コップをつかって、
けん玉をつくるよ。
うまくキャンディを
キャッチできるかな？！

厚紙と竹ひごをつかっ
て、パクパクと口が動く
サメをつくるよ！

息をふきかけると、クルクル
と回るカードをつくるよ。
明日の天気は、どっちかな？！

ドキドキわくわく！サイエンス　
～水の不思議を体験しよう～
水の不思議を体験しよう！
工作は、ペットボトルを使った工作をするよ！

参加費
100円

4月19日(木)9：30～
art@mie-cc.or.jp

えのぐでおえかき
いろんな道具を使って、えのぐで色あそび♪
どんな世界が出来上がるかはお楽しみ！
※よごれても大丈夫な服装でご参加ください

Aタイプ

3月20日（火)9：30～
net@mie-cc.or.jp

4月7日（土）
■4才から／各回10名※保護者の付添が必要です 
■ひとつ300円　
■講師 こどもの城スタッフ

※５月２日（水）～６日（日）
　は実施しません。

いつでもやっている！！
簡単工作

5月19日(土)、20日（日）
■幼児から／各回先着15名※保護者の付添が必要です
■講師 吉田浩久さん

①10：30  ②13：00  ③14：30

※写真はイメージです

ドライバーを使ってカスタ
ネット作り！

参加費
600円

参加費
700円

参加費
600円

ちょっと高度な
技法に挑戦！ ときめき工作教室
■幼児から／各回先着10名　■講師 山口香子さん　
■時間 ①10：00 ②13：00 ③15：00 art@mie-cc.or.jp

カルトナージュでティッシュBOX
14日（土）、15日（日）4月

お菓子柄の布と羊毛フェルトをつかって、
かわいいティッシュボックスをつくるよ。
■申込開始日 受付中

アロマワックスバ－で母の日プレゼント
12日（土）、13日（日）5月

火をつけない香りをたのしむキャンドル。溶かし
たロウにプリザーブドフラワーをのせてつくるよ。
■申込開始日 4月14日(土)9:30～

レザーキーホルダーで父の日プレゼント
2日（土）、3日（日）6月

レザーに電熱ペンで模様をかくよ！レジンパーツを作っ
て貼り合わせよう。お父さんへのプレゼントにいかが？
■協力 kids’ Leather Programs　■申込開始日 5月12日(土)9:30～

母の日企画

父の日企画

ムム

はぐくみタイ夢はぐくみタイ夢
楽しく学べる食育講座

10：30～12：00  ■幼児・小学生／各回15名※保護者の付添が必要
※1 3月28日（水）／※2 4月25日（水）／
※3 5月30日（水） いずれも9：30～
etc@mie-cc.or.jpまたは館内専用申込用紙

はぐくみ隊のみなさんと一緒に、美味しく！
楽しく！「食」について考えてみませんか？

参加費
お子さま おひとり
300円

※2栄養満点！サクサクきなこのビスケット5月20日（日）

※3とうふでふわもち！白玉だんご6月17日（日）

春うきうき♪焼き桜もち4月15日（日）
①10：00～　②11：00～　③13：30～　
④14：30～　■各回20名　
※通常のはぐくみタイ夢と異なります。
※詳細は、みえこどもの城ホームページをご覧ください。 

※1

おやつの城特別企画

「はぐくみ隊」とは、地域の栄養士さんたちによるボランティアグループです。

参加費
お子さま おひとり
200円

みんなで
どうぶつに大変身☆

みんなでかっこいい
電車に大変身☆

ミラクル
トレインちぇんじ

ミラクル
アニマルちぇんじ

6月23日（土）

5月19日（土）

第1弾

第2弾

シリーズミラクル★ちぇんじ

13：30～15：00
■幼児から

身近な素材を使っていろんなものに変身してみよう！

①11：00～11：30　
②14：00～14：30 ■幼児から大人まで

4月15日日 5月20日日 6月17日日

ひろばであそぼ
毎月第３日曜日は「家庭の日」家庭の日イベント

からだを
うごかして、みんなであそぼう！

art@mie-cc.or.jp

電 子 工 作
■幼児から／各回先着10名　
■時間 ①10：00 ②13：00 ③15：00
■協力 こどもの城ボランティア

参加費
500円

参加費
600円

基本のきほん8日（日）4月
はじめての電子工作でも安心！基本の
モーターやLEDライトをつけるよ。
申込開始日 3月24日（土）9:30～

ブロックカー13日（日）5月
カラーブロックとモーターをつかって
よく走るモーターカーをつくるよ。
申込開始日 4月8日（日）9:30～

LEDホタル10日（日）6月
暗くなるとセンサーが反応してLED
ライトがホタルのように光るよ！

申込開始日 5月13日（日）9:30～

参加費
600円

10：00～14：00（時間内で随時受付）

■協力 松阪おもちゃの病院
※特別な部品が必要な場合のみ有料。

おもちゃ の 病院

  元気になってほしい
おもちゃを

お持ちください。

4月14日（土）
5月12日（土）
6月  9日（土）


