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8月5日（金）
親子ふれあいあそび

11:00～11:30
コムコムひろばがマルタスへやってくる！
親子ふれあいあそびを楽しみましょう。

定員：40名程度
（当日受付）

8月13日（土）
中央図書館おはなし会

10:30～11:00
絵本や手遊び、体操など
親子で楽しい時間を過ごしましょう。

場所：キッズスペース

定員：30名程度
（当日受付）

親子リズム遊び

【対象】
6か月頃（首すわり）～4歳までの
お子様とその保護者

8月20日（土）

①10:00～10:45（5組）
②13:00～13:45（5組）

参加費：1家族1000円
場所：キッズスペース

アメリカから初上陸！
まったく新しい英語親子遊び
プログラムZumbini(ズンビーニ）。
歌、手遊び、楽器遊び、ダンスと
45分間ノンストップ！
盛りだくさんのクラスです。

※事前予約必要

Zumbini

新型コロナウイルス感染拡大防止のため入場制限をする
場合がございます。キッズスペースに入場する際は手指の消
毒と検温をお願いいたします。
尚、イベントはやむを得ず中止する場合がございます。
あらかじめご了承ください。
イベント開催時間の1時間前には知育玩具の貸し出しを
中止し、イベント終了後に貸出しを再開致します。

キッズスペースのご利用について

親子あそび＆
ビジョントレーニング教室

8月12日、19日（金）
10:00～11:00
定員：10名
（１～3歳のお子様と保護者）

場所：キッズスペース
参加費：500円

目の使い方の強化や、脳から体へ
の指令をスムーズに行えるように
楽しく体を動かしていきます。
大きなブロックを運んだり、
組み立てたりして想像力を育みま
しょう。

※事前予約必要

場所：キッズスペース

8月27日（土）
丸亀おはなしの会 「くれよん」おはなし会

15:00～15:30

絵本や紙芝居、ストーリーテリング等を
開催します。本の世界を楽しみましょう。

場所：キッズスペース

定員：30名程度
（当日受付）

〇キッズスペース内は安全のため走らず歩くようにしましょう。
〇キッズスペースはもぐもぐタイム（平日12時～13時）以外の時間帯は食事をすることはできません。
フタ付きの飲み物であれば時間帯関係なく可能です。館内で出たゴミはすべてお持ち帰りください。

えいごおはなし会
8月16日（火）
10:30～11:00
場所：キッズスペース
英語で聞くおはなしの世界に遊びにおいで！
ベビーから保護者様までどなたでも参加可能です。
英語が初めての方もたっぷり楽しめるネイティブの
絵本の読み聞かせです。

定員：30名（当日受付）
参加費：無料

親子で一緒にベビトレヨガ

手遊びや親子で一緒にヨガのポージングをとることがコミュニ
ケーションやお互いの体幹トレーニングになります。ママだけが
参加する産後ヨガとは違うベビトレヨガを体験しませんか？

8月22日（月）

10:00～11:00

対象：0歳（産後2か月）～2歳のお子様とママ
参加費用：1000円

場所：キッズスペース

定員：5組10名

※事前予約必要

ボードゲーム体験会
（詳しくはイベントチラシ参照）

うんどうあそび！

親子で一緒にベビトレヨガ

えいごおはなし会
親子リズム遊びZumbini

丸亀おはなしの会
「くれよん」おはなし会

8月13日（土）
※事前予約必要

15:00～16:00

参加費用：300円

定員：10名

運動遊びがなぜ良いのか？+運動遊びを体験して
みようの2本立てです。動物のマネをして歩いたり楽しく走ってみ
たり全身を使って運動をします！楽しく運動するコツを知り、一緒
に身体を動かしていきましょう。

場所：キッズスペース

うんどうあそび！

中央図書館おはなし会

Welcome Birthday Party

Welcome
Birthday Party

8月26日（金） 11:00～11:30

対象：8月に1歳～3歳になるお子様と保護者
参加費用：無料場所：キッズスペース 定員：6組12名

お誕生日にちなんだ歌やパネルシアターでのお話をみん
なで楽しみましょう。バースデーフォトブースでの写真撮
影やカード作りなど、内容盛りだくさんのイベントです。
マルタスでお子様の誕生日を一緒にお祝いしましょう♪

※事前予約必要

〇レッツ☆リトミック 〇おはなし会 〇わくわく工作

対象：未就学児 場所：キッズスペース

～マルタス平日イベント～ （当日受付・定員20名）

親子遊び&
ビジョントレーニング教室

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ

対象年齢：2歳以上

参加費：無料

※開催中止

参加費：無料

参加費：無料

レッツ★リトミック

（先着20名）

親子ミニチュアDIY工作

絵本作家サトシンさん
絵本よみまショー&サイン会

（先着親子20名）
わくわく工作

マルタスキッズ夏祭り

おはなし会

（先着親子20名）

（先着親子20名）

ギャヴィー先生の
「英語でストーリータイム」

Vol,4

親子遊び&
ビジョントレーニング教室

8月8日～19日まで
・平日定期イベント中止
・もぐもぐタイム中止

（期間を延長する場合があります）

マルタスキッズ
絵本作家・サトシンさん
絵本よみまショー&サイン会

8月28日（日）

参加費用：無料

定員：40名（1組3名まで）
場所：キッズスペース

全国で大人気の絵本作家サトシンさんの絵本
読みまショー&サイン会をマルタスで開催！
代表作『うんこ』『わたしはあかねこ』他、笑いと
感動のこどもも大人も楽しめるステージです。
終了後には絵本販売&サイン会。お誘いあわ
せの上ご参加ください。
※ご自宅のサトシンさん絵本もご持参
いただければサイン可能です。

※事前予約必要

10:00～12:30
8月15日（月）

参加費用：無料

定員：各回15組
45名

場所：ROOM3・4

※事前予約必要

①10：30～11:00 ②11:15～11:45 ③13:00～13:30
④13:45～14:15 ⑤14:30～15:00

キッズ向け夏祭りをマルタスで開催します。去年はコロナで中止に
なってしまったマルタスキッズ夏祭り。今年は感染対策をしっかりと
行いながら開催します。夏祭りの定番、わなげやヨーヨーの他、お子
様が夢中になれる催しをたくさんご準備してお待ちしております。
広い部屋を貸切っての開催なので暑さも気にせず思いっきり楽しめ
ますよ。夏の思い出をマルタスで作りましょう！

【開催時間】

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ

8月17日（水）
10:00～11:00

対象：2か月～ハイハイまでの
お子様と保護者

参加費用：1000円
場所：キッズスペース

※事前予約必要

定員：5組10名

赤ちゃんとたくさんスキンシッ
プをとるきっかけにベビーマッ
サージを一緒にしてみません
か？毎日の子育てでちょっと
気になることを助産師と一緒
にお話しましょう。

8月7日（日）

※事前予約必要

①14:30～15:00
（未就学児向け）
②15:15～15:45
（小学校低学年向け）

参加費用：無料

定員：各回10組（1組3名程度）

Hello!絵本が好き、英語が好
きなお友達集まれ！
カナダ人のギャヴィー先生が
英語で絵本を読んでくれるよ。
質問コーナーでは英会話にも
チャレンジしてみよう。

場所：キッズスペース

ギャヴィー先生の
「英語でストーリータイム」

手足型アートで
トートバッグをつくろうレッツ★リトミック

（先着親子20名）

（先着親子20名）

わくわく工作

アメリカ発新しい

夏休み期間中の受付について
10時30分からキッズスペース入り口に受付簿を設置しますので
必要事項をご記入ください。イベントの参加時間を含めたキッズ
スペース内の滞在時間を1時間とさせていただきます。
イベント終了後はご退室をお願いする場合がございます。

0歳～キッズの親子で楽しんでいただける手足型アートです。
今回は身近に持っていただけるトートバッグの作成を一緒に楽しみましょう。

手足形でトートバッグをつくろう
8月27日（土）

①10:00～11:00 ②11:30～12:30
③13:00～14:00 ④14:30～15:30

対象：0歳～小学生親子

参加費用：M 1000円 L 1500円 定員：各回5組（20名）

場所：おやこラウンジ

※事前予約必要

２０２２

親子ふれあいあそび

はじめての英語でプログラミング
ロボットで一緒に遊ぼう！

子どもの脳トレ特別講座
（詳しくはイベントチラシ参照）

ロボットで一緒に遊ぼう！
はじめての英語でプログラミング

8月21日（日）
10:00～11:00
定員：24名程度

夏休み子どもグラスアート教室
（詳しくはイベントチラシ参照）

お部屋作りを楽しもう
（詳しくはイベントチラシ参照）

※事前予約必要

場所：キッズスペース 参加費：無料
小学校で必須化になったプログラミングと英語
「なぜ必要なの？」などの疑問を一緒に解決しましょう。
子ども達には英語の指導の元、タブレットでロボットを
操作して頂きます。

9:00～13:30
キッズスペース一般利用不可

9:00～13:30
キッズスペース一般利用不可


