
〒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/

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

●オレンジワードハンティング
期間中の土日祝日に開催！

●啓発パネル展示コーナー
●オレンジメッセージの展示

オレンジリボンキャンペーン

無料

事前
申込

【申込開始日】
10月12日(火)10:00～

当日
受付

三重県子ども虐待防止啓発事業

11月7日(日)13:30～15:00

村上しいこさん
読み聞かせ＆ワークショップ

無料
児童文学作家・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。

・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。
・来館時、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。
・入口にてサーモカメラによる検温を行いますので、ご協力をお願いします。
・館内各所に消毒液をご用意しています。各コーナーのご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。
・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。
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2021年 11月
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28 29 30は休館日（臨時点検日）です。

2021年 12月

日 月 火 水 木 金 土
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休館日カレンダー

特別イベント ※イベントは状況により、中止・延期となる場合があります。

楽しく学べる食育講座はぐくみタイ夢
■10月17日(日) もちもち豆腐団子 ずんだあんと小豆あん
【申込開始日】9月29日(水)10:00～

■11月21日(日) オレンジリボンクッキー
【申込開始日】10月27日(水)10:00～

■12月19日(日) わくわくトライフル風カップケーキ
【申込開始日】11月24日(水)10:00～

時間：全日10:30～11:30
対象：3歳から小学生 各回7名(※要保護者付添)

ひとり
300円

■10月22日(金)、11月26日(金)、12月24日(金)
親子のためのリフレッシュ体操
時間：11:15～11:45
対象：0歳からとその保護者 5組程度

■10月22日(金)、11月26日(金)、12月24日(金)
城ボラさんの読み聞かせ
時間：10:30～11:00
対象：0歳からとその保護者 5組程度

無料

【申込開始日】
10月1日(金)10:00～

【申込開始日】
10月1日(金)10:00～

ひみつきち（ログハウス）でのイベント

無料

開館時間 9:30～17:00
冬季運営期間（11/1～1/31）は

16：30閉館となります。
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2021年 10・11・12月 イベント情報 134号

10月9日(土)～11月23日(火・祝)
9:30～16:30 （受付終了16:00）

10月9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。

当日
受付

無料

お金セミナー
カレー作りゲーム～材料を買いに行こう！～

マネーの迷宮

～お金の循環について考えよう～
じゅんかん

令和3年度
こども消費者教育事業

【申込開始日】
10月21日(木)10:00～

■10月9日(土)、11月13日(土)、12月11日(土)
おもちゃ診療所 ※持ち込みはひと家族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

当日
受付

無料

■10月26日(火)
音楽でふれあい遊び♪
時間：①10:00～10:30 ②11:30～12:00
対象：0歳からとその保護者 各回9組
講師：音楽のアトリエ ムジカーノ 大場望さん

■11月18日(木)
赤ちゃんとママのための♪小さな音楽会
時間：①10:00～10:30 ②11:30～12:00
対象：0歳からとその保護者 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)

■10月24日(日)、11月28日(日)、12月26日(日)
野田おじさんのテーブルマジックショー
時間：10:00～16:00（時間不定期）
対象：3歳からとその保護者 各回4～5名程度

自由
観覧 無料 【申込開始日】

12月4日(土)10:00～

■2022年2月6日(日)
第16回クライミング選手権
時間：10:00～16:30予定
定員：各クラス10名
➀トラバース低学年クラス…小学1～2年生
②ボルダリング初級クラス…小学3年生～中学生
※チャレンジコースを挑戦中の方向け

③ボルダリング上級クラス…小学3年生～中学生
※チャレンジコースを15コース以上クリアの上級者向け

条件：①同意カードの取得
②みえこどもの城のクライミングに3回以上参加

※その他詳細はみえこどもの城HPをご確認ください。

ひとり
1000円

【申込開始日】
10月1日(金)10:00～

■10月23日(土)
ワゴムカーを作ろう
時間：①11:00～ ②14:15～
対象：3歳からとその保護者 各回8組
協力：名古屋学芸大学プロダクトデザインコース

事前
申込

10月10日(日) 13:30～14:30
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

今日は何買う？お金ってどう使う？
使ったお金はどこへ行く？迷路を探検しながら、
お金の循環について家族で考えよう！
対象：3歳から小学生とその保護者

【申込開始日】
10月1日(金)10:00～

無料

事前
申込

事前
申込

【申込開始日】
11月2日(火)10:00～

■11月27日(土)
ペーパーアート俱楽部
～クリスマスカード～
時間：①11:00～12:00 ②14:00～15:00
対象：3歳からとその保護者 各回10組

ひとつ
200円

事前
申込

■12月開催予定
作って楽しい ものづくり教室
※詳細はみえこどもの城HPをご確認ください。
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

有料
事前
申込

事前
申込

事前
申込

■11月21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」
時間：13:30～15:30
対象：小学3～6年生 9組（※保護者の付添は1名まで）
共催：公益社団法人自動車技術会 中部支部

【申込開始日】
10月21日(木)10:00～

事前
申込

事前
申込

10月16日(土)、17日(日) 
絵手紙、折り紙体験、音楽ステージなど
ボランティアさんと一緒に楽しもう♪
※日によって内容が異なります。
詳細はみえこどもの城HPをご確認ください。

共催：松阪市ボランティア連絡協議会
松阪市ボランティアセンター

事前
申込

無料

ボランティアフェスティバル

【申込開始日】
9月22日(水)10:00～

自由
観覧

※混雑時
人数制限あり

12月11日(土)～1月30日(日)
9:30～16:30 
今年のテーマはアジアン♪
ノスタルジックな光の世界へ
いってみよう☆

イルミネーション

ランタンファンタジー

①10:00～11:30
②13:00～16:00（最終受付15:30まで）

定員：各日50名

当日
受付

ひとつ
200円

連動企画

オリジナルランタンづくり

※混雑時
人数制限あり

自由
観覧

12月4日(土)、12日(日)
18日(土)、19日(日)

演劇、歌、ダンス等

各日たのしいイベントを行います♪
※日によって内容、時間が異なります。
詳細はみえこどもの城HPをご確認ください。

共催：高田短期大学子ども学科

事前
申込

無料

【申込開始日】
11月2日(火)10:00～

みんなあつまれ！
たかたんあそびひろば

無料

大人のみ

300円

大人のみ

300円

事前
申込

10月30日(土)
11:00～11：40
魔法の帽子を作って、『まじょっ子』になろう！
ゲームや音遊びもあるよ♪
対象：3歳から小学2年生
定員：10組(※要保護者付添)

共催：鈴鹿大学短期大学部
こども学専攻

【申込開始日】
10月5日(火)10:00～

無料
事前
申込

すずたんのおねえさんたちとあそぼう

～まじょっ子たちのハロウィンパーティ～

11月2日(火)～11月30日(火)
10:00～16:00 （受付終了15:30）

無料

【事前申込イベント】は、みえこどもの城ＨＰのイベント専用申込みフォームからお申込みください。
申込開始日はイベントによって異なります。

【当日受付イベント】は、当日みえこどもの城にお越しいただき、受付をしてください。
開館時間9:30から受付を開始します。※一部イベントは受付時間が異なります。

※受付は先着順のため、定員になり次第終了します。その際はご了承くださいますようお願いします。
※イベントは状況により変更・中止になる可能性があります。最新情報はHPをご確認ください。

事前
申込

当日
受付

イベントの参加方法について

２０２２年

12月11日(土)、1月10日(月･祝)

三重県子ども条例制定10周年記念
子ども虐待防止オレンジリボンキャンペーンタイアップイベント

めいきゅう


