
詳しくは裏面で

就学前のお子様は保護者同伴でお願いします
開館時間 /9:00 ～ 19:00(7.8 月のみ）　
休館日 /毎週月曜日 ・第 1日曜日

対象 持ってくるもの服装
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休館日

天体観望
雨天・くもり中止

岡垣町こども未来館　〒811-4234 遠賀郡岡垣町大字高倉 578-1  

20:00~21:00

感染対策にご協力ください

イベントは予告なく中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

天体観望
雨天・くもり中止

29 30

おもちゃ病院
受付 /10:00 ～ 14:00

未就学児各 12 名

感染症により、休校・休園等になった場合は、利用の自粛をおねがいします。

参加費 /100 円

見学も可能です
合唱クラブ

15:00~16:45

スポーツクライミング

小学生以上
運動靴、長ズボン

9:30~11:30 雨天中止

スポーツクライミング

運動靴、長ズボン小学生以上
9:30~11:30 雨天中止

①10:00~10:40 ②11:00~11:40
1 歳～就園前・親子 8組

電話予約

●来館前に体温を計ってください。37.5℃以上ある場合や風邪の症状が出ている場合は来館を控えてください。
●マスクの着用をお願いします。（３歳以上）
●来館者数が増えた場合は人数制限をさせてもらう場合があります。団体で利用する場合は事前にご連絡ください。

※15:00~17:00 は 2F が使用できません

見学も可能です

合唱クラブ
15:00~16:45

※15:00~17:00 は 2F が使用できません

20:00~21:00

場所 / いこいの里研修室 2

保護者

ネット予約

ベビーのひろば

電話予約

10:00~11:30 
生後２カ月～１歳
頃親子 10 組
バスタオル

ふれあいあそびや読み
聞かせなど

幼児のひろば「水遊び」

水鉄砲や手作りじょうろで遊びましょう
※プールではありません

要登録

要登録

電話予約
予約開始日 /6 月 17 日㈮ 10:00~

※1回線で兄弟まで可

ネット予約
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「ワクワクおかいものごっこ」

①10:00~10:40 ②11:00~11:40
幼児のひろば「じゆうにあそぼう」

1 歳～就園前・親子 8組
電話予約

絵本やおもちゃで自由に遊べるコーナーです
折り紙コーナーもあります

タオル

「コワイ縁日」

詳しくは裏面で

①10:30~12:00②13:30~15:00

小学生以各 30 名
参加費 /100 円

場所 / いこいの里団体研修室

ネット予約

先着順で受付

とことこぶた
工作キット配布
先着 25 名

変顔うちわチャレンジラリー /7/21 ㈭～ 7/29 ㈮

変顔うちわチャレンジラリー /7/21 ㈭～ 7/29 ㈮

予約頂いた方の中から抽選となります

夏休みイベント

夏休みイベント

申し込みはこちら
☞コワイ縁日

申し込みはこちら☞ワクワクおかいものごっこ

詳しくは裏面で
確認してください

先着 25名

とことこぶた
工作キット配布

※10:30~11:30 は 2F が
使用できません

①9:30~10:00 ②10:00~10:30
③10:30~11:00 ④11:00~11:30
⑤11:30~12:00

※予約は兄弟まで可

休館日

休館日

休館日

休館日



ペイントピアノを弾こう♩
未来館の２階にアップライトのピアノがあるのを知っていますか？
イラストが描かれた水色のステキなピアノです。だれでも演奏できます。あなたもを弾きにきてみませんか？
利用時間 /夏休み期間中 9:00-12:00  15:00-17:00

イライラ棒・ゾートロープ・無限コースターを体験しよ
壁にふれるとライトが点灯してブザーがなる「イライラ棒」、静止画を素早く入れ替えることで、あたかも動いてるように見える
「ゾートロープ」、レールの上を転がりつづける「無限コースター」を体験しよう。

夏休みキーワードチャレンジラ
みらいかんに隠されている文字や記号をさがして賞品をゲットしよう！

水鉄砲であそぼう
玄関前に楽しい水鉄砲コーナーを設置しています。すきなアニメのキャラクターに水をあてよう！
利用時間 /夏休み期間中 /9:00-17:00（雨天中止）

夏休み工作 [ とことこぶた ]
引っ張ると、とことこついてくるぶたの工作キットを配布します
利用期間 /夏休み期間中毎週木曜日　先着 25 人

●こどもみらいかん玄関前

●1F カウンターで配布

夏の折り紙
夏にちなんだ折り紙をおってオリジナル台紙に貼って作品にしよう

●1F 図書コーナー（1F カウンターで台紙を配布しています）

この夏、みらいかんで楽しい思い出をつくりませんか？お気に入りを見つけて参加しよう！

利用期間 /夏休み期間中　台紙 /先着 100 枚　なくなり次第終了

変顔うちわチャレンジラリー /7/21 ㈭～ 7/29 ㈮
妖怪ハンターチャレンジラリー /8/2 ㈫～ 8/10 ㈬
妖怪レストランチャレンジラリー /8/16 ㈫～ 24 ㈬

●1F カウンターで受付

こども未来館は 7.8 月は 19:00 まで開館しています
（お迎えのないお友達は 17:00 まで）



未来館付近で 8体のおばけの目撃情報がありました ( ﾟДﾟ)
いたずらおばけたちは、あちこちでいろんな食べ物をつまみ食いしています。

さあ！君も「妖怪ライト」を片手におばけが食べた物を探しにいこう！

チケットをつかってワクワクお買い物♪お弁当箱のなかにすきなたべものをつめちゃおう！

場 所 / いこいの里　研修室 2
対象 / 未就学児 各 12 名　
参加費 / 100 円　エコバック持参
※必ず保護者同伴 (1 名まで）でご参加ください（受付 5分前～）

ネット予約

定員に満たないイベントについては「おかがきまち子育て応援 LINE」で再募集します

おかがきまち子育て応援 LINE

アカウント名 /岡垣町子育てあんしん課

こちらからも検索できます→ＩＤ検索＠1211kosodate

友だち登録でこども未来館のイベント情報や月刊スケジュールが確認できます

●37.5℃以上ある場合や風邪の症状が出ている場合は参加を控えてください
※キャンセルする場合は連絡してください
●マスクの着用をお願いします（3際以上）

感染予防に十分配慮しながら実施します

※落選した方への返信はありません

ネット予約
受付期間 /6 月 17 日㈮ 9:00~24 日㈮ 17:00 まで
当選通知日 /6 月 30 日㈭

ネットで予約頂いた方の中から抽選となりますネット予約

申し込みはこちら
☞コワイ縁日

ネット予約
受付期間 /6 月 17 日㈮ 9:00~24 日㈮ 17:00 まで
当選通知日 /6 月 30 日㈭ ※落選した方への返信はありません

ネットで予約頂いた方の中から抽選となります

申し込みはこちら
☞ワクワクおかいものごっこ

雨の日はとくにごきげんがよい。
しゅみは視力検査。
夢は好きな人とのあいあい傘。
靴を買っても片足しかはけない
のが悩み。

水泳が苦手。
すきな言葉は「まあ、いっか」。
ちょくちょく遠賀郡の海岸にいるみたい。
ファイト一発、おうし座。

しゅみは石あつめ。
口ぐせは「むり～」

じぶんのことをとうふだと
おもっている。

波津で生まれて波津で育った岡垣育ち。
ハワイでサーフィンショップを経営する
のが夢。海でおぼれかけた子どもを助け
てくれるやさしいおばけ。

子どもの抜けた歯から生まれた
乳歯の妖怪。歯医者に行きたく
なくて泣いている子どもの耳元
で「行くなら今でしょ」と声を
かけるよ。

前世はプリンだったかもしれないカッパ。
好きなことばは「今日できることは明日でもできる」
IQ200　天才かも？

テンションが上がると夏でもまわりを
凍らせてしまう。好きな食べ物は
ス○バのバナナナバナナフラペチーノ。
今年の夏は沖縄にいってみたいおとめ座。

本名【タコノアシハッポーン】
というフランス出身の貴族。
タコによく間違えわれるが、
実はウインナーのおばけ。

おばけ探偵になっちゃおう！

ネット予約

　　①10:30~12:00 ②13:30~15:00
※受付は開始 10 分前からです
※集合時間に遅れないようお願いします

そのださんの怖い話
夏といえば怪談ですね。こわーい話を聞いたお友達にはお土産がありますよ。

おばけすくい
ポイでおばけをすくっちゃおう！

おばけの棺桶
おばけが起き上がる棺桶をつくろう。君の推しのおばけでつくれるよ。

血のスライム
真っ赤なドロドロスライムをつくろう。

水風船でゴ〡ストバスタ〡ズ
水風船でおばけがをやっつけろ！

＃おなかいっぱいパインアメ
＃パインアメのお告げ

パインアメの館にようこそ。暗闇でわたくしを見つけてください。
ここではわたくし、パインアメと短い時間ではございますが、
楽しくあそんでいっていただけたらとおもっています。

パインアメの館に来てくれたお友達には、お告げがございます。

暗闇で怪しく光る人

このマークがついているイベント
にはチケットが必要です
チケットは受付でもらえるよ

チケット

たべたものを見つけられたら
光る魔除けがもらえるよ！

↖

の館

（日）

土

※予約は兄弟まで可

※予約は兄弟まで可

①9:30~10:00 
②10:00~10:30
③10:30~11:00 
④11:00~11:30
⑤11:30~12:00

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット


