
・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。

・県外からの来館については、お住まいの県の移動にかかる方針、メッセージ等をふまえて慎重にご判断ください。

・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、施設をご利用ください。

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。

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。

※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。

開館時間 10：00～16：30 （各ブースで最終受付時間が異なります）
※各イベントは、新型コロナウイルスの影響により、中止または内容が変更となる場合があります。

三重県立みえこどもの城 2020年 秋のイベント情報

みえこどもの城公式Twitterで最新情報を配信中★

@miekodomonosiro

無料

無料

事前
申込

無料

事前
申込

３Ｆ ドームシアター

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

プラネタリウム
ポラリス

©D＆D ピクチャーズ

©D＆D ピクチャーズ

ドーム映画

9月12日(土)

11月1日(日)
～

©PLANETARIUM DE SAINT-ETIENNE PRODUCTION

【9月】
火星
【10月】
はやぶさ2

作成中！
乞うご期待

土日祝のみ

※イベント開催により
スケジュールが
変更になる場合が
あります。
事前に当館のＨＰを
ご確認ください。

©PLANETARIUM DE SAINT-ETIENNE PRODUCTION

北極と南極の氷のナゾを解くために宇宙に飛び出した、
シロクマのレナードとペンギンのジェームズ。
出会ったのは宇宙の絶景と絶体絶命の大ピンチ！？
正反対な二人が繰り広げるコミカルな宇宙大作戦を目撃しよう！

2020年 ９月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

2020年 １０月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

休館日カレンダー

は休館日（臨時点検日含む）です。

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。

10月17日（土）
天文工作【はやぶさ2】
①13:00～13:45 ②15:00～15:45

3歳から 各回先着15名
(保護者の付添が必要です)

今年12月に地球へ帰還予定の
小惑星探査機【はやぶさ2】。
小惑星とはやぶさ2の模型を
手作りしてみよう★

共催：松阪市天文台

事前
申込

無料

ひとつ
200円

※詳細はＨＰをご確認ください

昨年度の様子

当日
受付

幼児・小学生は保護者同伴
主催：三重県消費生活センター
共催：三重県金融広報委員会

11月1日(日)～29日(日)
三重県子ども虐待防止啓発事業

オレンジリボンキャンペーン

事前
申込

ひとり
300円

ひとり
500円

9月12日(土)10:00～

8月28日(金)10：00～

10月25日(日) 13:30～14:30
お金セミナー
「新幹線の貯金箱をつくろう！」
当日受付（先着10名）
講師：三重県金融広報委員会

金融広報アドバイザー

9月2１日(月・祝)

敬老の日特別イベント
おじいちゃんおばあちゃんに
和菓子をステキにラッピング
して、プレゼントしよう！

①11:00～
②13:00～ 各回10名
③14:00～ (和菓子2個)

柳屋奉善本店でも
同イベント同日開催予定！

協力：(株)柳屋奉善

わたくし「アマビエ」
和菓子もおりますぞ

今こそ心をつなげよう！
●オレンジウォークラリー ※参加賞あり

期間中の土日祝に開催！

●パネル展示コーナー
●オレンジメッセージの展示

当日
受付

無料

オレンジメッセージ募集！
10年後の自分へメッセージを書こう
募集期間：9月20日(日)～11月29日(日)
みえこどもの城館内にて

9月12日(土)～22日(火・祝)
いざという時にそなえよう！

あると便利な防災グッズ展
10:00～16:30
9月の防災月間にあわせて、
避難グッズ、非常食などを
展示します。

両日10:30～11:30
幼児・小学生 各回7名
(保護者の付添が必要です)

【９月】8月26日(水) 10:00～
【10月】9月30日(水) 10:00～

10月4日(日)
たかたんあそびひろば
ダンボールカホン
13:00～15:00
幼児から 10組20名
(保護者の付添が必要です)

10月24日(土)～11月29日(日) 
令和2年度こども消費者教育事業

ゼロからまなぶ お金のはなし

～はじめての金融教育～

10:00～16:30（受付16:00まで ※途中消毒時間あり）

簡単なお金クイズ、工作など、親子で
楽しくお金の流れを知ることができます。
※平日は展示のみ。

※10月24日(土)は、オープニングイベント

開催のため、11:30からとなります。

10月3日(土)～18日(日)

巡回展 こちら「はやぶさ2」

運用室 漫画版
10:00～16:30
2020年12月6日に地球へ帰還予定の
小惑星探査機「はやぶさ2」のミッション等
を漫画でゆるりと紹介します。

企画・制作：宇宙航空研究開発機構(JAXA)
協力：全国科学館連携協議会

2020年 １１月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

9月15日(火)10:00～

〒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

はぐくみタイ夢

けいろう ひ とくべつ

む

9月20日(日)
米粉の蒸しカップケーキ
10月18日(日)
みたらし豆腐団子カボチャ風味

当日
OK！

きんゆうきょういく

かね

いま こころ

当日
OK！

じゅんかいてん

うんようしつ まんがばん

のアイコンがあるイベントは、HPの各イベントの専用ページからお申込みください。事前
申込

べんり ぼうさい てん



■10月28日(水)

赤ちゃんとママのための♪
小さな音楽会

時間：①10：30～11：00 ②11：30～12：00
対象：未就学児（0歳～）とその保護者
定員：各回12組
出演：音楽のアトリエ ムジカーノ

杉本佳代さん（ソプラノ）、飯柴恵子さん（ピアノ）

大人
300円

事前
申込

■9月20日(日)、10月18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♪
大人から幼児まで楽しめます★

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。

無料

当日
受付

特別イベント ※新型コロナウイルスの影響により、中止となる場合があります。

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。
※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
※平日の運営はありません。

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 １５名

12：00～12：45

13：00～13：45 初級１０名

14：00～14：45 １５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15名
※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。

●10月3日(土)～31日(土)

ハロウィンフォトスポット

ミッションinキャッスル～ハロウィン編～

■9月12日(土)、10月10日(土)

おもちゃ診療所

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

■11月22日(日)

キッズ・モノづくりワンダーランド
ロボットカー・プログラミングを楽しもう！

時間：13：30～15：30
対象：小学3年生～小学6年生
定員：先着6組(1人につき保護者の付添1名まで)
共催：公益社団法人自動車技術会中部支部

無料
事前
申込

■9月5日(土)
ネイチャー工作
ひまわりのたねブローチ
定員：各回先着15名

■9月26日(土)、27日(日)
サイエンス工作
ペットボトル リングひこうき
定員：各回先着10名

■10月4日(日)
刀根さんによる 秋のしぜん観察会
定員：先着10組程度
講師：トンボ研究家 刀根定良さん

ひとつ
100円

当日
受付

Ａタイプ

Ｂタイプ

①10：00～ ②13：00～ ③15：00～

①10：30～11：00

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

ふたつ
200円

ひとつ
300円

Ａタイプ

当日
受付

当日
受付

Ａタイプ

■9月19日(土) ～22日(火･祝)
マスキングテープでつくる

オータム☆キーホルダー
定員：各回先着15名

■10月17日(土)、18日(日) 
おしゃれ♡アート
むすんでつくる おでかけバッグ
定員：各回先着10名

ひとつ
400円

当日
受付

ひとつ
200円

ひとつ
400円

ひとつ
100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

ひとつ
300円

当日
受付

■9月12日(土) 
災害にそなえよう！
ぼうさい手帳ケース
定員：各回先着10名

Ｃタイプ

■10月10日(土) 
どくしょの秋！
マグネットブックマーカー
定員：各回先着15名

①10：00～11：30 ②13：00～15：30

ひとつ
100円

■10月24日(土) 、25日(日)
きらきら☆ナイショの宝ばこ
定員：各回先着10名

■10月31日(土) 、11月1日(日)、3日(火･祝)
手をあらおう！
デコパージュのおしゃれな石けん
定員：各回先着10名

当日
受付

当日
受付

当日
受付

ひとつ
300円

Ａタイプ

紙皿でんでんだいこ
定員：各日先着30名

■9月1日(火)～30日(水)

Ａタイプ

当日
受付

※1Fで実施します。

9月12日(土)10:00～

Ｂタイプ

事前
申込

■10月3日(土)
えのぐあそび！
～カラフルハロウィン～
定員：各回先着10名

冬の星座とはやぶさ2をLEDで
キラキラと光らせるよ！
対象：幼児から
定員：各回先着10名

事前
申込

ひとつ
700円

講師：みえこどもの城ボランティア

■10月11日(日)
LEDと光ファイバーでつくる
はやぶさ２の世界

Ａタイプ

当日
受付

※よごれても問題のない
服装でご参加ください。

ひとつ
300円

工作の開始時間は、内容によって異なります。

ハロウィンぼうし
定員：各日先着30名

■10月1日(木)～31日(土)

■9月6日(日)
おしゃれ♡アート
ミニミニキャリーバッグ
定員：各回先着10名

■9月13日(日)
自分でつくる地震感知器

すばやく地震の揺れをキャッチして
音で教えてくれるよ。
対象：幼児から
定員：各回先着10名

Ａタイプ

8月25日(火)10:00～
ひとつ
700円

Ａタイプ

３Ｆ アート・サイエンススペース 創作と科学

9月1日(火)10:00～共通事項

■9月27日(日) 作って楽しい 電子工作入門
【作って楽しい♪電子オルゴール♪】
時間：①11：00～ ②13：00～ ③14：00～
対象：幼児から 各回8名

【ピカピカ☆電子ルーレット☆】
時間：①11：00～ ②14：00～
対象：小学生から 各回6名
協力：三重県立四日市工業高等学校

ものづくり創造専攻科

事前
申込 無料

■10月 第2～第4金曜日 子育てママのリフレッシュ体操
場所：レストハウス(館外ログハウス)
時間：9：45～10：45
定員：6名程度
持ち物：上靴、タオル、飲み物

参加費
500円

※当日受付はしておりません。

無料

■10月9日(金) 親子のためのリフレッシュ体操
場所：レストハウス(館外ログハウス)
時間：11：15～11：45
定員：未就学児とその保護者5組程度
持ち物：タオル、飲み物

事前
申込

事前
申込

10月20日(火)10:00～ Ａタイプ

無料

※当日受付はしておりません。

※ペットボトルの
リサイクル工作です。

※こどもの城周辺を散策します。
※観察のため、アミや虫かごが必要な
方はご持参ください。
ただし、虫の持ち帰りはできません。

※よごれても問題のない
服装でご参加ください。

10月1日(木)10:00～

ハロウィン特別企画

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～）

●10月24日(土)

ペーパーアート倶楽部
～ハロウィンバックを作ろう(お菓子付き)～

●10月31日(土)

合言葉はトリックオアトリート！

9月15日(火)10:00～ひとつ
100円

無料
１回

200円

無料

※写真はイメージです。

（雨天中止）

事前
申込 えのぐでおえかき

Ａタイプ

Ｃタイプ Ｃタイプ

当日
OK！

当日
OK！

クライミングコーナーをご利用の方へ

1回45分
1人

200円

当日
受付

電子工作

簡単工作

当日
受付


