
〒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

・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。

2021年 12月
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2022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
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25 26 27 28 29は休館日（臨時点検日）です。

2022年 2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

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
■1月16日(日) 手作りきなこ棒
【申込開始日】12月22日(水)10:00～

■2月20日(日) かんたんプチチョコパン
【申込開始日】1月20日(木)10:00～

■3月13日(日) 春野菜のモチモチおとしやき
【申込開始日】2月23日(水・祝)10:00～

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

ひとり
300円

■1月28日(金)、2月25日(金)、3月25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

■1月28日(金)、2月25日(金)、3月25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】
1月5日(水)10:00～

【申込開始日】
1月5日(水)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。

2022年 3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
31

23 24
30

■1月8日(土)、2月12日(土)、3月12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

■2月8日(火)
音楽でふれあい遊び♪
時間：①10:00～10:30 ②11:00～11:30
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

■1月23日(日)、2月27日(日)、3月27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
協力：みえこどもの城ボランティア

自由
観覧

無料 【申込開始日】
2月22日(火)10:00～

■3月25日(金)
クラシック音楽会～音と映像で感性を育もう～
時間：11:00～11:40
対象：0歳から小学2年生とその保護者 15組
出演：みやざき美栄さん (ピアノ)

【申込開始日】
1月12日(水)10:00～

事前
申込

■1月29日(土)
ペーパーアート俱楽部～バレンタインBOX～
時間：①11:00～12:00 ②14:00～15:00
対象：3歳からとその保護者 各回15組程度
協力：みえこどもの城ボランティア

事前
申込

事前
申込

大人のみ

300円

事前
申込

【申込開始日】
1月12日(水)10:00～
下記のアドレスへお申込みください。

m.p.music.520@gmail.com

事前
申込

2022年4月にドームシアターリニューアルオープン！

自由
観覧

無料 無料
自由
観覧

事前
申込

大人のみ

300円

事前
申込

大人のみ

300円

2022年 1・2・3月 イベント情報 135号

事前
申込

無料

ひとつ
200円

事前
申込

【申込開始日】
1月4日(火)10:00～

【申込開始日】
1月4日(火)10:00～

■1月22日(土)、2月5日(土)、2月26日(土)、
3月5日(土)、3月26日(土) ※全日程ご参加ください。

みえこどもの城キッズスタッフ
いろいろな運動遊びや工作を体験しながら、
春休みのイベントを一緒につくろう！
時間：14:00～15:30
対象：小学3年から6年生 10名

ひとり
1000円

事前
申込

※スタッフ
Tシャツ代

■3月19日(土)

サイエンス教室「偏光板万華鏡づくり」
時間：①10:45～ ②13:00～ ③14:00～
対象：3歳から小学生（※要保護者付添）
協力：WDB株式会社 エウレカ社

【申込開始日】
2月8日(火)10:00～

事前
申込 無料

へんこうばん まんげきょう

■3月2日(水)～13日(日)
電気ポスター展
時間：9:30～17:00
主催：中部電力パワーグリッド株式会社

自由
観覧 無料

■2月23日(水･祝)
松阪市レクリエーション協会
Ｍ ～音楽を楽しもう～
時間：10:00～11:45 (受付は9:45から)
対象：0歳から大人まで 先着40名
主催：松阪市、松阪市教育委員会

＋

事前
申込

無料

無料

森の学校

キッズ☆おしごと広場

【連動企画】

おひなさまコンサート

イルミネーション

ランタンファンタジー

【連動企画】

オリジナルランタンづくり

■3月21日(月･祝)
お話と音楽ボランティアかのんさんのステージ
大型絵本、パネルシアターなど楽しめる内容がたくさん！
時間：13:30～14:30
対象：0歳から 40名程度
出演：音楽ボランティアかのん

無料
自由
観覧

12月11日(土)、1月10日(月・祝)
①10:00～11:30 20名
②13:00～16:00 30名
（最終受付15:30まで）
作ったランタンを持ってイルミネーションに
入るとさらに楽しめるよ♪

当日
受付

ひとつ
200円

1月30日(日)
「理学療法士を体験してみよう！」
(三重県理学療法士会）

無料
事前
申込

【共通事項】
対象：小学生

※一部の体験は5歳から可

※定員や時間等の詳細は、
みえこどもの城HPを
ご覧ください。

2月5日(土)
「頑丈な橋にするには？」
（宇野重工株式会社）

「消防士のおしごと体験」
(松阪地区広域消防組合松阪中消防署）

【申込開始日】
1月6日(木)

10:00～

2月13日(日)
「車いす操作と乗車体験＆ちぎり絵でうちわ作り」
（社会福祉法人長寿会 なでしこ苑） 【申込開始日】

1月12日(水)10:00～

3月3日(木)
①10:00～ ②11:00～
対象：0歳からとその保護者
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)

【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。(一部を除く)
申込開始日はイベントによって異なります。お電話での申込はお受けしておりません。

【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、定員になり次第受付を終了します。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

うきさとのおひなさま

ひとり
200円

当日
受付

【申込開始日】
1月5日(水)10:00～

1月9日(日)1月8日(土)

お正月特別イベント

13:30～

定員：40名
※混雑時入場制限あり

対象：0歳からとその保護者
出演：大正琴アンサンブル・カラーノート

事前
申込

無料

無料
自由
観覧

①11:00～12:00
②14:00～15:00
定員：各回5組
対象：3歳からとその保護者

【申込開始日】
12月21日(火)10:00～

我が家の書初め
今年の抱負を家族でかこう！

大正琴
アンサンブル・カラーノート

演奏会

【申込開始日】
2月4日(金)10:00～

【申込開始日】
12月22日(水)

10:00～

【申込開始日】
2月8日(火)

10:00～

12月11日(土)
～1月30日(日)

9:30～16:30 9:30～17:00

2月11日(金・祝)
～3月6日(日)

3月12日(土)
～5月8日(日)

9:30～16:00

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☆ ※混雑時

人数制限あり
※混雑時
人数制限あり

宇気郷地区からやってきた
おひなさまを展示します！

※混雑時
人数制限あり

鬼がいっぱいのお城で
ドキドキの忍者修行！

※お土産付

総合型クラブと一緒に

楽しく運動遊び・健康づくり
三重県子ども条例施行10周年記念

デジタル絵本完成披露イベント

3月6日(日)
10:00～14:30

事前
申込

無料
3月13日(日)
13:30～
三重県子ども条例施行10周年を記念して制作
したデジタル絵本「これからいっしょに」の
完成披露イベントを行います。
ワークショップも開催！

対象：3歳からとその保護者
定員：15組
出演：村上しいこさん

はっとりひろきさん
主催：三重県 子ども･福祉部

森の学校の先生と一緒に
木工作、観察会を体験するよ！
様々な自然にふれてみよう！
※詳細はみえこどもの城HPを
ご確認ください。

共催：みえ森づくりサポートセンター

1月15日(土)
10:00～16:00

鬼の城で忍者修行
おに しろ にんじゃしゅぎょう

キッドビクス、軽スポーツなど、
様々な運動遊びを楽しもう！

対 象：3歳から大人まで
主 催：三重県 地域連携部 スポーツ推進課
委託先：公益財団法人 三重県スポーツ協会
協 力：NPO法人うれしのスポーツクラブAFLEC

※一部当日受付あり。
申込方法は決まり
次第お知らせします。



■2月13日(日)

ぐるぐるまわる回転くん
LEDライトを光らせながら
面白い動き方で回転するよ。
定員：各回先着10名
協力：マブチモーター株式会社

■1月4日(火)～7日(金)

お正月特別工作

日本の伝統あそび
コマまわし
定員：各回先着10名

■1月23日(日)
子ども いもの教室
定員：各回先着10名
対象：小学生から
共催：日本鋳造工学会

東海支部 若手鋳造
エンジニア懇話会

■1月10日(月･祝)
かくれんぼ おに
音に反応して、かくれている
おにが岩から出てくるよ。
定員：各回先着10名
協力：マブチモーター株式会社

３Ｆ アート・サイエンススペース 創作と科学

ひとつ
300円

当日
受付

Ａタイプ

Ｂタイプ

①10:00～ ②13:00～ ③15:00～

対 象：3歳から（※要保護者付添）
参加方法：当日9:30から1F券売機にて各回のチケットを

お求めください。(※定員になり次第終了)
※写真はイメージです。内容が一部変更になる場合があります。

■1月8日(土) ､9日(日)
お正月特別工作

木のおえかきはごいた
定員：各回先着10名

■1月22日(土)

実験サイエンス
お花のペーパー加湿器
定員：各回先着10名

①10:00～11:30 ②13:00～15:30

電子工作 講師：みえこどもの城ボランティア

工作の開始時間は、内容によって異なります。

■12月25日(土)
カラフル☆ワックスバー
定員：各回先着10名
※必ず、保護者の付添が
必要です。

Ａタイプ Ａタイプ

事前
申込

ひとつ
700円

■1月29日(土)､30日(日)､2月5日(土)､
6日(日)､11日(金･祝)､12日(土)
チャレンジ☆木工作
アイデアいっぱい！
自由木工
定員：各回先着10名

当日
受付

■1月15日(土)､16日(日)
えのぐでおえかき
ふゆのごちそう
定員：各回先着10名

無料

当日
受付

当日
受付

当日
受付

当日
受付

当日
受付

ひとつ
100円

ひとつ
300円

1セット

300円

ひとつ
400円

ひとつ
200円

1月 2月 3月

ひとつ
300円

Ａタイプ

Ａタイプ

Ｄタイプ

Ａタイプ

Ａタイプ

Ａタイプ

当日
受付

ひとつ
700円

事前
申込

Ｂタイプ

2月４日(金)～27日(日) 3月1日(火)～31日(木)

定員：各日先着30名

■12月26日(日)
おしゃれ♡アート
いい年を迎えよう！
にぎやか正月かざり
定員：各回先着10名

くるくるまいて！恵方まき

Ｃタイプ

※よごれてもよい服装で
ご参加ください。

【申込開始日】
12月10日(金)10:00～

まゆだまの
おひなさま

ランドセルの

小物いれ

■12月1日(水)～28日(火)
簡単工作
もこもこ♡わんにゃん
定員：各日先着30名

■3月5日(土) ､6日(日)､12日(土)
おしゃれ♡アート

本革のイニシャルキーホルダー
定員：各回先着10名
協力：Kids' Leather Programs

■2月19日(土)､20日(日)､23日(水･祝)､
26日(土)､27日(日)

サイエンス工作
とけてくっつくビーズマグネット
定員：各回先着10名

Ａタイプ

■3月19日(土)～21日(月･祝)､
3月26日(土)～4月3日(日)

春をたのしむ
アートフェア２０２２
定員：各回先着10名

ひとつ
400円

Ａタイプ

【申込開始日】
12月16日(木)10:00～

【申込開始日】
1月13日(木)10:00～

【申込開始日】
2月15日(火)10:00～

Ａタイプ

ひとつ
300円

えほう

①10:00～ ②11:00～
③13:00～ ④14:00～ ⑤15:00～

事前
申込

簡単工作
ひとつ
100円

当日
受付

当日
受付

ひとつ
300円

かいてん

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～）

「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。

クライミングのコースについて

初 級 ●小学1年生以上 ●横移動(トラバース)のみ

中 級 ●小学3年生以上 ●設定コースのクリアを目指す

上 級 ●小学3年生以上 ●中級修了者のみ参加可能

平 日
●小学1年生以上
●自らの責任及び安全確保を行いながらの利用
※トップロープはできません

大人 400円

小学生～高校生 200円

クライミングコーナー

※18歳未満の方は、親権者による同意書への署名が必要です。
※途中入場はできません。

◆小学生以下の子どもは大人の付添が必要です。

※ご利用の際は、必ず大人が付添い、決してお子様から目を離さず、大人が

責任をもってお子様の安全管理を行ってください。

【お願い】プレイランド（遊具・クライミング）のご利用について

Ｄタイプ

当日
受付

遊具コーナー

新しい遊具も
はいったよ♪

子ども
200円

※子どもは0歳から
チケットが必要です。

※子ども１名につき
大人１名無料

事前
申込 【申込開始日】

11月25日(木)10:00～

※1 冬季運営期間 大人200円、子ども100円

Ｂタイプ

1月4日(火)～30日(日)

①10:00～ ②11:00～ ③13:00～

ひとつ
400円

※1月22日(土)､23日(日)は実施しません。

※絵を描いたあとは実際
にコマを回して遊びます。
幼児向けの手回しコマも
あります。

こもの

※はごいた1枚に
羽根が1個つきます。

時間：①10:00～ ②11:30～ ③13:30～
④15:00～

定員：各回6名程度
対象：3歳から (※要保護者付添)
場所：ひみつきち (ログハウス)

天文工作

事前
申込

【申込開始日】
12月16日(木)10:00～

ひとつ
200円

天文イベント

家庭の日 特別イベント
「家族みんなで星座をみつけよう」

時間：①10:30～ ②12:30～ ③13:30～
④14:30～ ⑤15:30～

定員：各回4組程度(1組4名程度)
対象：3歳から (※要保護者付添)
場所：ひみつきち（ログハウス）

1月16日(日)

事前
申込

無料

■3月13日(日)
しっかり止まる
安全バス
光センサーで止まる
衝突防止の安全ストッパー
付きバスをつくるよ。
定員：各回先着10名

Ａタイプ

Ａタイプ

ひとつ
700円

事前
申込

か しつ き

星空、星座の
おはなしも
あるよ♪

当日
受付

でんとう

ほんがわ

【申込開始日】
12月21日(火)10:00～

ドームシアターリニューアル工事のお知らせ

じっけん

星座キーホルダー 「プログラミングでつくるLEDミラー」

2月11日(金･祝)

【申込開始日】
1月12日(水)10:00～

事前
申込

ひとつ
1500円

時間：①10:30～12:00 ②13:30～15:00
定員：各回15名
対象：小学生以上 (※要保護者付添)
場所：1F研修室
講師/協力：松阪市天文台

キラキラ

■2月20日(日) ※開催日が変更になりました。

三重県山岳・スポーツクライミング連盟公認大会

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。

1月の土日祝日(※1月16日(日)を除く)

松阪市天文台コラボ工作

2022年3月末日(予定)まで、映画・プラネタリウムの運営をお休みしています。

プレイランド スケジュール
◆当日9：30から2Fプレイランドにて各回の受付を実施。(電話予約不可)

※2月15日(火)～18日(金)は、メンテナンスのためお休みです。
2月19日(土)は、イベント準備のためクライミングはお休みです。
2月20日(日)は、イベント開催のため遊具はお休みです。
※冬季運営期間…2021年11月1日(月)～2022年1月31日(月)

時間
（45分間）

クライミング 遊具 クライミング 遊具 クライミング 遊具

10：00～ 10名 25名 × × × ×

11：00～ 15名 25名 15名 25名 15名 25名

13：00～ 15名 25名 15名 25名 15名 25名

14：00～ 10名 25名 15名 25名 15名 25名

15：00～ 15名 25名 15名 25名 15名 25名

16：00～ 15名
× × × × ×

15名

土日祝日 平日

冬休み期間

(1/4(火)～1/7(金))の平日
春休み期間

(3/25(金)～4/5(火))の平日

ひとり
1000円

事前
申込

【申込開始日】
12月4日(土)10:00～

■運営協力：三重県山岳・スポーツクライミング連盟、KO-CLIMB
■協賛：ダイドービバレッジサービス株式会社
■後援：三重県

※1 冬季運営

～16：25

※食べられません。
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