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2020年 冬のイベント情報

三重県立みえこどもの城

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

「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
オレンジメッセージ募集！
〇〇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または
ＨＰから応募できます。

事前
申込

入場
無料

12月19日(土)
みんなあつまれ！
たかたんあそびひろば
13：30～15：00
劇、音楽など小さなお子さま
から楽しめるイベントです♪

【申込開始日】
11月19日(木)10:00～

共催：高田短期大学こども学科

事前
申込

12月12日(土)
すずたんのおねえさんたちと

あそぼう 11：30～(40分程度)
すずたんのおねえさんたちと
楽器を作ったり、音楽、歌に
合わせて親子で遊びましょう

【申込開始日】
11月6日(金)10:00～

共催：鈴鹿大学
短期大学部こども学専攻

無料

無料事前
申込

11月29日(日)
クリスマス eco ツリー

点灯式
13：30～15：00
ペットボトルを使ったエコなクリスマス
ツリーが、みえこどもの城に登場！
11月29日はツリーの点灯式と
ワークショップを開催
詳しくは、みえこどもの城HPを
ご確認ください。
共催：SDGs CHALLENGE MIE

時間
期間

11：00～11：30
映画(約30分)

14：00～14：40
プラネタリウム(約40分)

16：00～16：30
映画(約30分)

アンパンマン
～星の色と空の色～

みえこどもの城オリジナル
プラネタリウム

星の森
～The Twinkle Story～

・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。

なお、事前記入をご希望の方は、みえこどもの城ホームページから記入用紙をダウンロードしてご利用ください。

・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。

・みえこどもの城は、三重県新型コロナウイルスパーソナルサポート「安心みえるLINE」の登録施設です。みえこどもの城
をご利用の際は、「安心みえるLINE」をご活用ください。

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。

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

〒515-0054
三重県松阪市立野町1291 中部台運動公園内
ＴＥＬ：0598-23-7735 ＦＡＸ：0598-23-7792
ＨＰ：https://www.mie-cc.or.jp/map/

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

みえこどもの城オリジナル
小惑星探査機 はやぶさ2
～リュウグウに行ってきました。～

ポラリス

10月10日(土)

12月20日(日)
～

© PLANETARIUM DE SAINT-ETIENNE PRODUCTION

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。

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

2020年 １２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）です。

11月21日(土)
望遠鏡でみてみよう！
時間：【プラネタリウム】16：00～ 【観望会】16：30～18：00
定員：小学生以上とその保護者（先着15組） ※観望会のみの参加不可

※保護者の付添が必要です。

プラネタリウムで当日の空を予習したあと、望遠鏡を使って実際の夜空で月や木星、土星をみてみよう！
講師・協力：浅田英夫さん、谷川正夫さん、杉野友司さん

事前
申込

当日
受付

無料

2021年 １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

25 26 27 28 29 30

【申込開始日】
10月27日(火)10:00～

大人400円
児童200円

©D＆D ピクチャーズ

冬休み期間

1月5日(火)

1月11日(月・祝)
～

©GOTO

～

12月24日(木)

12月27日(日) Coming 
soon

※詳しくは当館のＨＰをご確認ください。
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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

12月19日(土)～1月24日(日)
ウィンターイルミネーション2020

～GoGo宇宙～

10：00～16：30
ゆったり宇宙にただよって、
イルミネーションの光にいやされよう

★イルミネーションコラボ企画★

●オリジナルほしぞらランプシェード
10：00～16：00(受付15：30まで)

●ミッションinキャッスル～イルミネーション編～
10：00～16：30(受付16：00まで)

ひとつ
200円

当日
受付

１回
200円

当日
受付

無料

24

@miekodomonosiro

Twitterでも
最新情報を配信中★

10：00～16：30
（受付16：00まで ※途中消毒時間あり）
幼児と小学生は保護者同伴

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

当日
受付

昨年度の様子

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

無料

※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）

年末年始の営業について
12月28日(月)～2021年1月4日(月)は休館日です。新年は1月5日(火)から開館します。

※写真はイメージです

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～

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、
今年度は「かえっこ」は行いません。

12月5日(土)
みえ子ども
森の学びサミット
10：00～16：00
森林、木について楽しみながら
学べるイベントです。
詳しくは、みえこどもの城HPを
ご確認ください。
【申込開始日】

11月1日(日)10:00～

主催：三重県

きんゆうきょういく

かね

てん とう しき



Ａタイプ

Ｂタイプ

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。

※12月24日、25日、1月5日～8日は平日も運営します。

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。

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

■11月15日(日)、12月20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♪
幼児から大人まで楽しめます★
詳しくはＨＰをご確認ください。

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。

■11月14日(土)、12月12日(土)

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

無料
当日
受付

■11月27日(金) 、12月18日(金) ※雨天中止(小雨決行)

城ボラさんの読み聞かせ
場所：絵本コーナーorカプラルーム
時間：10：30～11：00
定員：未就学児(0歳～)とその保護者 各日5組
【申込開始日】10月27日(火)10:00～

※当日受付はありません。
無料

事前
申込

ひとつ
100円

当日
受付

サイエンス工作

のりものホバークラフト
定員：各日先着30名

■11月1日(日)～29日(日)

【申込開始日】
11月13日(金)10:00～

事前
申込

■12月12日(土)
えのぐあそび！
～ステキなねんがじょう～
定員：各回先着10名電磁石を使って、そりに

乗ったサンタクロースを
左右に動かすよ。
対象：幼児から
定員：各回先着10名

事前
申込

ひとつ
800円

講師：みえこどもの城ボランティア

■12月13日(日)
ふりこの
サンタクロース

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。

3まい
300円

■11月15日(日)
ミニ電子ギター
弦をはじいて発生した電流を
増幅して、スピーカーから
音を出すよ。
対象：幼児から
定員：各回先着10名

Ａタイプ

【申込開始日】
10月28日(水)10:00～

ひとつ
700円

■11月 第2～第4金曜日
12月 第1～第3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：10:00～11:00 定員：各日6名
持ち物：上靴、タオル、飲み物

参加費
500円

■11月27日(金)、12月18日(金)
親子のためのリフレッシュ体操
場所：2F舞台スペース 時間：11:15～11:45
対象：未就学児とその保護者 各日5組
持ち物：タオル、飲み物

無料

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～）
えのぐでおえかき電子工作

簡単工作

※当日受付はありません。

事前
申込

【申込開始日】
10月27日(火)10:00～

楽しく学べる食育講座はぐくみタイ夢
■11月15日(日)
【オレンジリボンキャンペーン連動企画】

【申込開始日】10月28日(水)10:00～

■12月20日(日)

【申込開始日】11月25日(水)10:00～

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

ひとり
300円

事前
申込

オレンジリボンのクッキーを作ろう！

クリスマスにぴったり わくわくトライフル風カップケーキ

もこもこ
モールストラップ
定員：各日先着30名

■12月3日(木)～27日(日)

ひとつ
100円

当日
受付

ひとつ
100円

当日
受付

■1月5日(火)～31日(日)

ちぎり絵カレンダー
定員：各日先着30名

■11月23日(月･祝)
とけてくっつくビーズの
メリクリ☆マグネット
定員：各回先着10名

■11月14日(土)
チャレンジ☆木工作
スピードレーサー スタート装置つき
定員：各回先着8名

■11月28日(土)
サイエンス工作
スーパーボールをつくろう！
定員：各回先着10名

■11月21日(土) ､22日(日)
モスでつくる
クリスマスオーナメント
定員：各回先着10名

■11月8日(日) 
おしゃれ♡アート
秋のランプシェード
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

■11月7日(土）
おえかきフリスビー
定員：各回先着10名

■11月29日(日)
松ぼっくりのアニマルメモスタンド
定員：各回先着10名

①10：00～ ②13：00～ ③15：00～

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
300円

Ａタイプ

当日
受付

Ａタイプ

ひとつ
400円

当日
受付

ひとつ
300円

ひとつ
400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
500円

■12月6日(日) 
クリスマスの
ぺたぺたタペストリー
定員：各回先着10名

①10：00～11：30 ②13：00～15：30

ひとつ
200円

当日
受付

当日
受付 ひとつ

300円

Ａタイプ

Ａタイプ

当日
受付

工作の開始時間は、内容によって異なります。 Ａタイプ

３Ｆ アート・サイエンススペース 創作と科学

Ａタイプ

■12月19日(土) ､20日(日)
本革のモザイクフォトフレーム
定員：各回先着10名
協力：Kids` Leather Programs

当日
受付

ひとつ
300円

■1月9日(土)～11日(月･祝) 
ぐにゃぐにゃ ビニールたこ
定員：各回先着10名

■1月7日(木)､8日(金) 
オリジナル 手まわしコマ
定員：各回先着10名

■1月5日(火)､6日(水)
お正月特別工作

まわれ ふじさんコマ
定員：各回先着10名 ※回ると

富士山が
見えます。

ひとつ
200円

当日
受付

当日
受付

■12月27日(日)
おしゃれ♡アート
扇のお正月 開運かざり
定員：各回先着10名

■12月24日(木) ､25日(金) ､26日(土)
ハッピー！ニューイヤー
デコ♡マスク
定員：各回先着10名

当日
受付

ひとつ
200円

当日
受付

Ａタイプ

ひとつ
300円

ひとつ
300円

Ａタイプ

ひとつ
400円

※12月5日(土)は実施しません。

Ａタイプ

当日
受付

ひとつ
200円

Ａタイプ

Ａタイプ

ＢタイプＢタイプ

※写真は
イメージです。

無料

ひとつ
300円

当日
受付

Ａタイプ

Ａタイプ

Ｂタイプ

■12月9日(水)、19日(土)、22日(火)

赤ちゃんのためのCDコンサート
～ABCでクリスマス～
クリスマスにちなんだ歌と絵本で
楽しく英語にふれてみよう！(※全日同じ内容です)

時間：11：00～11：30
対象：未就学児(0歳～)と

その保護者 各日先着40組

※今回鈴は配りません。お家から鈴を持ってきてね♪
(当日に購入することもできます。1つ110円(税込))

大人のみ

400円

【申込開始日】11月4日(水)10:00～

■11月25日(水)

音楽でふれあい遊び♪
場所：2F舞台スペース
時間：①10：30～11：00 ②11：30～12：00
対象：未就学児(0歳～)とその保護者 各回9組
講師：大場 望さん
【申込開始日】10月27日(火)10:00～

大人のみ

300円

事前
申込

■12月26日(土) 作って楽しい ものづくり教室
【電子オルゴール】
時間：①11：00～ ②13：00～ ③14：00～
対象：幼児から 各回6名

【電子ルーレット】
時間：①11：00～ ②14：00～
対象：小学生から 各回6名

(※保護者の付添が必要です)

【輪ゴム銃】
時間：①11：00～ ②13：00～ ③14：00～
対象：幼児から 各回4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

【申込開始日】
12月8日(火)10:00～

共通事項

※糸のこぎりを
使用します。

事前
申込


