
シリーズ企画

2月16日（土）～3月10日（日）

2月23日（土）、24日（日）に
ボードゲーム体験会開催！
詳しくは、ホームページをご覧ください。

ボードゲーム展

■9:30～16:30
■幼児・小学生
協力　SANTAS（サンタス）

幼児から楽しめるボードゲームを紹介・展示します。
巨大なゲームも登場！家族みんなで楽しもう！

共催イベント

イベントホール

共通事項

創作と科学創作と科学

■プレイランド

毎月第2~第4金曜日　
2月3日（日）

毎月第4金曜日

子育てママのリフレッシュ体操

親子のためのリフレッシュ体操

■レストハウス（館外）　■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

■２Ｆ 舞台スペース　■11:15～11:45　
■未就学児とその保護者　

おやこDE元気アップ
親子でのふれあい遊びや、子ども同士の遊び活動を
楽しむ時間が過ごせます。
■２Ｆ 舞台スペース　
■13:30～15:00 
■３歳～小学校３年生までの親子　先着30組
協力　一般社団法人三重県レクリエーション協会

10:00～ 10:45

11:00～ 11:45
12:00～ 12:45

13:00～ 13:45

14:00～ 14:45

15:00～ 15:45

16:00～ 16:45

初級

中級

運営なし

初級

中級

初級

上級

午前中
上級（トップロープ）

運営なし

初級

中級

初級

上級

遊具コーナー
クライミングコーナー

運営あり

運営あり
※1平日のみ運営なし

運営あり

運営あり

運営あり

運営あり

※1　平日のみ12：00～12：45の時間は、運営はありません。土日祝または冬休み・春休み期間は運営します。
※2　冬期運営期間（11/1～1/6）は16:00～16:25で100円となります。

300円
おこさま
おひとり

500円 12月23日（日・祝）～28日（金）
1月4日（金）～1月6日（日）

冬休みまんまるバッチ

■幼児から　定員／各日100名

簡 単 工 作簡 単 工 作
■幼児から／各日先着40名　
■当日受付　10:00～ 16:00

工作の開始時間は、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　10:00～15:00
Cタイプ　10:00～16:00

Bタイプ　

Bタイプ　

※1月4日（金）～6日（日）、3月9日（土）、
　10日（日）は実施しません。

無料

無料

無料当日
ＯＫ！

おもちゃ診療所
元気になってほしいおもちゃをお持ちください。
※特別な部品が必要な場合のみ有料。
■10:00～14:00　上記の時間内で随時受付
※3月9日（土）は10：00～12：00までの受付です。
協力　松阪おもちゃの病院

1月20日（日）手作りきなこを作って　三色ミニおはぎを作ろう！※1
2月17日（日）<特別企画>森谷先生のアレルギー講習会※2
　　　　　　　　　　　  米粉の蒸しカップケーキ
3月17日（日）うきうきワクワク　ふんわりオムレット！※3

楽しく学べる食育講座　はぐくみタイ夢

■10:30～12:00　■幼児・小学生　各回15名　※保護者の付添が必要
■講師・協力　はぐくみ隊（地域の栄養士さんたちのグループです）

2月2日（土）、3日(日)

1月12日（土）、13日(日)
サンドブラストでランタン

ガラスに砂を吹き付けて絵や模様をつくるよ！
ランタン風のオブジェになるよ♪

2月9日（土）
ちくちく♡手づくりにおい袋

■小学１年生から（保護者の付添が必要）
　定員／各回6名
協力　こどもの城ボランティア

Aタイプ

2月11日（月・祝）
組みひもキーホルダー２

■幼児から　定員／各回10名
Aタイプ

3月21日（木・祝）
えのぐでおえかき

■4歳から　定員/各回10名
Aタイプ

Aタイプ

春休みアートフェア

■幼児から　
　定員／各回10名

Cタイプ　
■幼児から　
　定員／各日100名

■幼児から／各回10名　■講師　山口香子さん

グルーガンでチョコBOX
グルーガンを使ってチョコレートをつくるよ！
木箱に貼り付けてカバン風の
プレゼントBOXをつくろう♪

3月16日(土)、17日(日)
黒板ペイントでカフェボード

黒板になる塗料をつかってボードをつくるよ。
簡単なチョークアートの技法も学ぼう！

1月14日(月・祝)

2月10日(日)

3月30日(土)

光と音のたまてばこ

ふたをあけると音楽がなるよ！
小物が入れられるたまてばこだよ。

手をたたくと動き出すおもちゃ

音センサーに反応して車輪が動くよ。

協力　こどもの城ボランティア

おさんぽアニマル

磁石の力ではたらく
スイッチをつかった工作だよ。

■幼児から／各回10名　

1月19日（土）、20日（日）
～星型の板皿をつくろう～
信楽の白土を使ってつくるよ！板皿作りに挑戦！！
焼成後のお渡しになります。
お渡し日は約1ヶ月半後です。

3月23日（土）、24日（日）
～えんぴつ立てをつくろう～
新学期にむけて、オリジナルのペン立てをつくるよ。
焼成後のお渡しになります。
お渡し日は約1ヶ月半後です。

600円
ひとつ

700円
ひとつ

700円
ひとつ

600円
ひとつ

600円
ひとつ

400円
ひとつ

700円
ひとつ

Aタイプ Aタイプ

12月12日(水)
9：30～

1月8日（火）
9：30～

2月19日(火)
9：30～

1月10日（木）
9:30～

2月28日（木）
9:30～

12月20日(木)9:30～

700円
ひとつ

2月22日(金)9:30～

12月25日（火）
9：30～

共通事項 共通事項

■幼児から／各回10名　■講師　山口香子さんAタイプ共通事項

と
き
め
き
工
作
教
室

電
子
工
作

陶
芸
教
室

陶芸家になろう！

200円
ひとつ当日

ＯＫ！

300円
ひとつ

300円
ひとつ当日

ＯＫ！

3月26日（火）～4月7日（日）

100円
ひとつ当日

ＯＫ！

100円
ひとつ当日

ＯＫ！

1月4日（金）～6日（日）

お正月特別工作
「タコさんとコマさん」

■幼児から　
　定員／各回10名

Aタイプ

300円

いずれか
ひとつ

当日
ＯＫ！

300円
ひとつ

300円
ひとつ当日

ＯＫ！

12月23日（日・祝）～28日（金）
1月4日（金）～1月6日（日）

ペタペタ♪カレンダー

■幼児から　定員／各日40名

1月26日(土)、27日（日）

ドキドキわくわく！サイエンス
「浮かべてあそぼう」

■幼児から　定員／各回15名

100円
工作費当日

ＯＫ！

200円
ひとつ当日

ＯＫ！

※開催日はイベント等の都合により変更する場合がございます。

第２・第４土曜日

2月 3月

なんちゃって

土日祝

2月10日（日）、11日（月・祝）電車でゴーゴー！鉄道模型展18
貨物列車や新幹線の鉄道模型（Ｎゲージ）を
走行展示するよ！
■１Ｆ イベントホール　■１０：００～１６：００
※最終日の2月11日（月・祝）は
　14：00まで（入場は13：30まで）
■幼児・小学生
協力　松阪おもちゃの病院
　　　松阪レイルモデルクラブ

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！

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？

1月12日（土）、2月9日（土）、3月9日（土）

当日
ＯＫ！ 無料

当日
ＯＫ！ 無料

当日
ＯＫ！ 無料

当日
ＯＫ！ 無料 　運営時間

協力　こどもの城ボランティア

2月17日（日）
簡単てづくりオセロ

■幼児から
　定員／各回10名

Aタイプ

2月23日（土）、24日（日）

道具をつかってみよう！
やすりで作る
「木ホルダー」

■幼児から　
　定員／各回10名

Aタイプ

300円
ひとつ当日

ＯＫ！

200円
ひとつ当日

ＯＫ！

毎日開催

城ボラさんの読み聞かせ
平日に赤ちゃんと一緒に絵本や紙芝居の
読み聞かせでゆっくり楽しみましょう！　
※雨天中止（小雨決行）
■1Ｆ 絵本コーナー
■10:30～11:00　■幼児から 無料当日

ＯＫ！

毎月第2・第4金曜日　

※2

※1　12月26日（水）　※2　1月30日（水）
※3　2月27日（水）　　各日とも9：30～

申込受付中
残席あれば当日OK

講師　日本3B体操協会公認指導者　松本貴子さん

※小学生の方は成人（20歳以上）の付添が必要です。
※付添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。

春さきどり　まんまるバッチ
3月2日（土）、3日（日）

2月21日（木）
9:30～

1月9日（水）
9:30～

1月12日（土）
真珠の取り出し体験

協力　三重県立水産高等学校

水産高等学校のお兄さん・お姉さんが
真珠について教えてくれるよ。

2月23日（土）アイヌ文化体験交流会
「武四郎まつり」に出演の
「札幌大学　ウレシパクラブ」の
皆さんといっしょに、
アイヌ民族の伝統文化を見て、聞いて、学ぼう！
詳しくは、みえこどもの城ホームページを
ご確認ください。

たかたんあそびひろば　
ダンボールカホンをつくろう！
ペルーの太鼓カホンを作って、みんなで演奏しよう！

■２Ｆ 舞台スペース
■13：00～15：00　
■幼児～小学生　35名（保護者同伴）

1月27日（日）

200円
材料費
おひとつ

協力　高田短期大学こども学科

特別ゲスト：中村新さん（パーカッション演奏家）

1月20日（日）、2月17日（日）
ひろばであそぼ♪

身体を動かして楽しくあそぼう♪
■14:00～14:30　■幼児から大人まで

家庭の日イベント 当日
ＯＫ！ 無料

父子で体験!スポーツ鬼ごっこ 3月17日（日）
■①１０：30～12：30 ②13：30～15：30
■幼児から大人まで
協力　三重スポーツ鬼ごっこ愛好会

※ご利用に際しては同意書（18歳未満の方は親権者による同意書への署名）
　または同意カードが必要です。

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？

500円
■①10:00～12:00　
　②13:00～15:00
■小学１年生から/各回先着８組

2月16日（土）

オリジナルゆのみで
チャチャ茶

協力　三重県茶業会議所

好きな絵を描いて、世界でひとつだけのゆのみを作ろう！
お茶の淹れ方も教えてもらえるよ！
■①13：00～　②15：00～
■幼児・小学生　各回先着15名 当日

ＯＫ！

むくむくおに ゆらゆらおひなさま
お花のポンポン
ヨーヨー

■講師　吉田浩久さん

いろんな道具を使って、
えのぐで色あそび♪
※よごれても大丈夫な服装でご参加ください。

針と糸をつかって、小さなにおい袋をつくるよ。

制作の様子

協力／マブチモーター

★新１年生は平成31年4月からご利用できます。

■時間　①10:30～  ②13:00～
　　　   ③14:30～

※ショーは観覧無料

3月2日（土）、3日（日）
バイタリライブ 13：00～16：40　
バイタリマーケット 10：00～16：40
バリアフリーをテーマとしたチャリティ・アートエンターテイメントイベント。

バイタリ！松阪人ショー2019

主催　松阪ライオンズクラブ

12月8日（土）～2019年1月27日（日）■9:30～17:00
（2019年1月6日（日）までは9:30～16:30）

前回の様子

前回の様子

ウィンターイルミネーションウィンターイルミネーション
～雪うさぎとひかりの森～～雪うさぎとひかりの森～

ゆきゆき

■1F イベントホール　
■幼児・小学生

申込受付中

※悪天候の場合は、２月２日（土）に実施します。

スタッフと一緒にカプラを体験♪チャレンジカードの
積み方をクリアしてレベルアップを目指そう！

1月6日（日）、2月3日（日）、3月17日（日）
カプラ★チャレンジ

■①13:00～13:30  (各日とも)
当日
ＯＫ！ 無料

■来館者全員（未就学児は保護者同伴）/混雑時は入場制限あり

1月4日(金)
9：30～

■14：30～16：20　(受付14：00～)　
■幼児・小学生（保護者の付添が必要）
主催　武四郎まつり実行委員会　
共催　三重県立みえこどもの城、松阪市
特別協力　公益財団法人アイヌ民族文化財団

1月


