
             

 
 
採取した昆虫、植物、貝がらを 
もってきてね。 
※詳しくはＨＰをご確認ください。 

 
協力：一般財団法人三重県環境保全事業団 

みえこどもの城がお家でも楽しめる！ 
YouTube配信中★ 
  詳しくはこちら→ 

 ・風邪(発熱・咳など)の症状のある方は、ご来館をお控えください。 

 ・来館時に検温を行いますので、ご協力をお願いします。  

 ・受付にて、代表者のお名前、連絡先、住所（市町名まで）のご記入をお願いします。 

 ・みえこどもの城敷地内（屋外含む）でのマスクの着用をお願いします。 

  ※小さなお子さまはマスクを外してしまう可能性があります。それをご理解いただいた上で、施設を 

      ご利用下さい。また、他のお客様との十分な距離の確保をお願いします。 

 ・館内各所に消毒液をご用意しています。ブース利用前後には手指の消毒をお願いします。 

 ・現在トイレのエアータオルの使用を中止していますので、ハンカチをお持ちください。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 
来館者の皆さまには以下のご協力をお願いします。 

〒515-0054 
三重県松阪市立野町1291 中部台運動公園内 
ＴＥＬ：0598-23-7735 ＨＰ：https://www.mie-cc.or.jp/map/ 

 公益財団法人三重こどもわかもの育成財団 

三重県立みえこどもの城 

※詳しい申し込み期間や方法は裏面で！ 

三重県立 みえこどもの城 

工作、カプラなどの楽しい遊びをもって 
みえこどもの城があなたのまちにやってくる☆ 

移動児童館 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開館時間の短縮、開館フロアの縮小等を行い、 
感染対策を強化し、営業しています。 

夏休み運営期間 7月23日（木・祝）～8月30日（日）※休館日を除く 
開館時間 10：00～16：30 （7月22日（水）までは閉館16：00） 

▶ 
8月開催予定 

               

              

３Ｆ ドームシアター 
  

「移動児童館」は、児童館のない地域、 
子育て支援のイベント等に出向き、 
工作、遊びをお届けする事業です。 
実施期間 2020年6月2日（火）～2021年3月31日（水） 
受付方法 電話にて受付中（0598-23-7735） 
※申込内容・休館日はHP又はお電話にてご確認ください。 

学校、子ども会など、20名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します。 
※8月8日（土）～16日（日）は団体受付をしておりません。 
  ご注意ください。 

団体 移動児童館 

料金 
(ひとり/1作品)  

一般 

400円 

児童生徒等 

200円 

幼児(3歳以上) 

100円 
※10分前開場です。途中入場はできません。※各回定員 100名 
※1Ｆ券売機にてチケットをお求めのうえ、 3Fドームシアターへお越しください。 

         時間 
期間 

11：00～11：30 
映画(約30分) 

13：00～13：40 
プラネタリウム(約40分) 

15：00～15：30 
映画(約30分) 

イルカのドビーと 
虹色の海 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

©D＆D ピクチャーズ 

みえこどもの城オリジナル 

星空★自由研究 
 
 
 
 
 

イルカのドビーと 
虹色の海 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

©D＆D ピクチャーズ 

©D＆D ピクチャーズ 

ドーム映画 プラネタリウム  
イルカのドビーと虹色の海 
をご覧いただいた 

小学生以上のお子さまに、 

海の生き物のスポンジパズ
ルをプレゼント！ 
 
 
 
 
 
 
※なくなり次第終了です。 
※パズルの形は選べません。 

お盆期間 8/8（土）～8/16（日） のみ 
※お盆期間はBコースの投影はありません。 

明るい星や暗い星、地球や太陽！ 
いろんな星の違いについて、一緒に調べてみよう！ 

七夕の主役、織姫さまと彦星さまはお星さまなんだよ！ 
夜空で一緒に探してみよう！ 

※期間によってコースが変わりますご注意ください 

なつやすみ宇宙教室 
～きみの隣にある宇宙～ 

時間：14：30～16：30 
受付・開場：14：00～ 
対象：小学生以上 100名 

無料 
事前 
申込 

※7月7日(火)10:00～ 
HPの申込フォームから申込可能 

ＪＡＸＡで働く三重県出身の 
岡田さんにロケット、宇宙のふしぎを 

教えてもらおう！〇×クイズもあるよ！ 

 10：00～12：00 
  （時間内随時受付） 
  対象：幼児から 
   （※雨天中止）   

サイエンスフェスタ 

名前を調べて標本をつくろう！ 

無料 
事前 
申込 

無料 
事前 
申込 

無料 
事前 
申込 

8月22日(土) 

無料 当日 
受付 

事前 
申込 

チャンネル登録 
よろしくね♪ 

講師：宇宙航空研究開発機構 宇宙輸送技術部門 
イプシロンロケットプロジェクトチーム 研究開発員 岡田修平さん 

2020年 なつやすみ号 

【Aコース】 小学生以上におすすめ 

【Ｂコース】 幼児にもおすすめ 

みえこどもの城公式Twitterで最新情報を配信中★ 

ペットボトルロケット 
発射体験 

ちょこっと 

@miekodomonosiro 

夏休み運営期間 
7月23日(木･祝) 

 
8月30日(日) 

（休館日を除く） 

お盆運営期間 
8月8日(土) 

 
8月16日(日) 

～ 

～ 

7/23（木・祝）～8/30（日） 
※お盆期間はBコースの投影はありません。 



２Ｆ プレイランド （遊具コーナー：０歳～）（クライミングコーナー：小学生～） 

 ※クライミングコーナーと遊具コーナーは土日祝とお盆期間(8月8日(土)～16日(日))のみの運営です。 
 ※平日の運営はありません。 
 ※クライミングコーナーは、8月8日（土）～16日（日）のお盆期間、全ての回初級となります。 
   ①10:15初級、②13:00初級、③15:00初級 

1回45分 
1人 

200円 

当日 
受付 

「上履き」または「室内用の靴」が必要です。 

同意書 

または同意カードが必要です。 

18歳未満の方は親権者による 
同意書への署名 

※当日10：00から2Fプレイランドにて各回の受付を 
     行います。(電話での予約はできません) 
※小学生は成人(20歳以上)の付添が必要です。 
※付添（大人）の方であっても、クライミングをする 
   場合は有料です。 
※開始時間の5分前には、クライミングコーナー前に 
     お集まりください。 

プレイランド スケジュール 
7月23日（木・祝）～8月30日（日）※お盆期間を除く 

運営時間 
クライミング 
土日祝 

遊具 
土日祝 

平日 

10：15～11：00 中級７名 

11：15～12：00 １０名 

12：00～12：45 

13：00～13：45 初級１０名 

14：00～14：45 １０名 

15：00～15：45 初級１０名 

団

体

の
み 

初
級 

●小学1年生以上 ●横移動(トラバース)のみ(高さ3ｍ以内)  
定員10名 ●赤色の線まで 

中
級 

●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) 定員7名 ●黄色の線まで 

遊
具 

定員10名 
※保護者（大人）の付添が必要です。 
（こども1人につき付添1人無料） 
※定員になり次第、発券を終了します。 

1回45分 
1人 

200円 

当日 
受付 

３Ｆ アート・サイエンススペース 創作と科学      

■7月5日(日) 
泡あわスライム 
定員：各回先着7名 

■7月25日(土)、26日(日) 
サンドブラストに挑戦！ 
～えらべるコップ・おさら～ 
定員：各回先着7名 
講師：小野香子さん 

■8月1日(土)  
ピコピコ・カニさん 
定員：各回先着7名 

ひとつ 
100円 

当日 
受付 

Ａタイプ 

Ｂタイプ 

①10：00～  ②13：00～  ③15：00～ 

①10：00～12：00 

対  象：幼児から（※保護者の付添が必要です） 
参加方法：当日10：00から各回の申込を受付にて行います。 
     (※定員になり次第受付終了) 

ひとつ 
200円 

ひとつ 
500円 

ひとつ 
400円 

Ａタイプ 

当日 
受付 

当日 
受付 

Ａタイプ 

■7月23日(木･祝) 、24日(金･祝) 
おしゃれ♡アート 
海のフォトフレーム 
定員：各回先着7名 

■8月11日(火)～14日(金)  
世界にひとつ！ 
オリジナル スケルトンうちわ 
定員：各回先着7名 

■8月29日(土)、30日(日) 
あにまるタオル 
定員：各回先着7名 

ひとつ 
300円 

当日 
受付 

ひとつ 
400円 

ひとつ 
300円 

ひとつ 
300円 

Ａタイプ 

当日 
受付 当日 

受付 

当日 
受付 

Ａタイプ 

Ａタイプ 

■7月11日(土) 

ねんどでつくる風リンリン♪ 
定員：各回先着7名 

ひとつ 
300円 

当日 
受付 

■7月18日(土) 、19日(日) 
ミニサンデー☆キーホルダー 
定員：各回先着7名 

ふう 

Ｃタイプ ①14：00～  ②15：00～ 

ひとつ 
100円 

■8月8日(土)、9日(日)  
ドイツ生まれの動くブロック 
リブロック～かわいい動物～ 
定員：各日各種類30名 
   全4種類 
協力：ブックローン株式会社 

Ｄタイプ ①10：00～12：00 ②13：00～15：30 

ひとつ 
500円 

■8月15日(土) 、16日(日) 
モザイクタイルのペンたて 
定員：各回先着7名 

■8月22日(土) 、23日(日) 
とけてくっつくビーズキーホルダー 
定員：各回先着7名 

当日 
受付 

当日 
受付 

当日 
受付 

ひとつ 
200円 

Ａタイプ 

Ａタイプ 

外であそぼう！ポップ☆ボール 
定員：各日先着30名 
※8月11日(火)～14日（金）は、 
実施しません。 

■7月1日(水)～8月28日(金)の平日 
 

Ａタイプ 

Ｄタイプ 

※シリコンホイップをしぼります。 
よごれても問題のない服装でご参加ください。 

当日 
受付 

Ｄタイプ 

簡単工作（平日のみ） 

Ａタイプ 

※7月17日(金)10:00～ 
館内またはHPの申込フォームから申込可能 

Ｂタイプ 

■8月1日(土) 
エコにすごそう！マイはしづくり  
定員：先着10組（20名程度） 
共催：松阪市清掃政策課 

無料 
事前 
申込 

■7月4日(土) 
えのぐあそび！ 
～おいしいアイスはどんないろ？～ 
定員：各回先着7名 

風の力で丸い玉を空中に浮かすよ！ 
対象：幼児から 
定員：各回先着7名 

事前 
申込 

ひとつ 
700円 

電子工作 講師：みえこどもの城ボランティア 

■8月10日(月･祝) 
電流ドキドキ・ハラハラ棒ゲーム 

申込受付中 

■7月12日(日) 
ふわふわ アシカのショー 

電流が流れている針金にふれず 
ゴールまで進むゲームをつくるよ！ 
対象：幼児から 
定員：各回先着7名 
協力：マブチモーター株式会社 

Ａタイプ 

Ａタイプ 

事前 
申込 

※7月10日(金)10:00～ 
館内またはHPの申込フォームから申込可能 

Ａタイプ 

サイエンス特別イベント 

ひとつ 
700円 

当日 
受付 ※よごれても問題のない 

服装でご参加ください。 

※7月16日(木)10:00～ 
館内またはHPの申込フォームから申込可能 

事前 
申込 

えのぐでおえかき 

約100ｃｍ 

■8月2日(日) 
加藤先生によるサイエンス！ 
ゴム動力をつかったおもちゃづくり 
時間：①10:30～12:00 ②13:30～15:00 
定員：各回先着10名 
講師：三重大学産学官連携アドバイザー 
   加藤 進さん 

ひとつ 
200円 

ひとつ 
300円 

※材料は 
日替わりです。 

工作の開始時間は、内容によって異なります。 

※保護者の付添が 
必要です。 

※写真は 
イメージです。 

■7月4日(土)、5日(日)、11日(土)、12日(日)、 
  18日(土)、25日(土)、26日(日) 

おも城 ものづくり 
すぐできる簡単な工作を楽しもう！ 
場所：玄関前 
時間：①10：00～12：00 ②13：00～15：00  
   （時間内随時受付） 

■6月2日(火)～8月30日(日) 

みんなでチャレンジ！あにまるスポーツ 
 
 
 
場所：1Fイベントホール 
時間：10：00～15：45 (30分間入替制)       
    ※12：00～13：00 昼休憩あり 

定員：各回先着5組(15名まで) 無料 
当日 
受付 

サッカー、バスケット、卓球などの 
ミニスポーツ体験ができるよ。 
※実際のスポーツとは異なります。 

■7月19日(日)、8月16日(日) 
毎月第3日曜日は家庭の日 

家族みんなであそぼ♪ 
 

家庭の日はみんなでたのしくあそぼ♪ 
月によって内容が異なります。 
詳しくはＨＰをご確認ください。 
大人から幼児まで楽しめます★ 

無料 当日 
受付 

１Ｆ イベントホール その他イベント 

■7月11日(土)、8月1日(土) 

おもちゃ診療所 
 
 
 
 
場所：1F研修室 
時間：10：00～14：00（受付は13：30まで） 
協力：松阪おもちゃの病院 

元気になってほしいおもちゃを 
持ってきてください。 
※特別な部品が必要な場合のみ有料。 
※おもちゃの診察は、ひと家族3点まで 

無料 当日 
受付 

しろ 

無料 当日 
受付 

■8月1日(土)～8月23日(日) 
第7回 児童館 科学館 美術館 対抗 

全国KAPLA  大会 
楽しく作って応募しよう！ 
場所：1Fカプラルーム 
時間：①10：00～12：30 ②13：30～16：30 
    （制作時間は3時間以内です） 

定員：各日各回先着4組(15名まで) 

® 

無料 
事前 
申込 

申込受付中 

■7月19日(日)、23日(木･祝) 

みえこどもの城KAPLA 大会 
全国KAPLA 大会の前に三重を盛り上げよう！ 
部門によって日時が異なります。 
詳しくはＨＰをご確認ください。 

無料 事前 
申込 

申込受付中 

® 

® 

Ｃタイプ 

7月19日(日)、23日（木・祝）、8月1日(土)～8月23日(日)は 
カプラ大会のため、カプラの一般利用は2Ｆ舞台スペースを 
ご利用ください。 


