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〇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。
〇イベントはやむを得ず中止する場合がございます。
〇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。
〇えほんのお山の上にお子様が登られる際は目を離さないよう
十分にご注意ください。

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
12月16日（金）10:00～11:00
定員：5組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

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
12月20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

・うんどうあそび！

えいごおはなし会

・親子リズム遊びZumbini
・ギャヴィー先生の

「英語でストーリータイム」

・中央図書館おはなし会

Welcome
Birthday Party

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ

12月10（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！

対象年齢：2歳以上

12月10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）

参加費：無料

12月17日（土）
丸亀おはなしの会「くれよん」クリスマスおはなし会

15:00～15:30

絵本や紙芝居、ストーリー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
※事前予約必要参加費：無料

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ

12月7日、14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
（ベビーひろば）

※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。

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

12月17日（土）
①10:00～10:45（5組）② 13:00～13:45（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アメリカ発新しい

親子ふれあいあそび

・クリスマスケーキを作ろう！

参加費：無料

12月9（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（当日受付）
場所：キッズスペース

親子遊び&
ビジョントレーニング教室

・手形アートで楽しもう

・丸亀おはなしの会
「くれよん」おはなし会

離乳食におススメ！
簡単スティックパン作り

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
12月18日（日）
10:00～11:00 定員：6組24名程度

※事前予約必要

場所：キッズスペース
参加費：100 円

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。

親子ミニチュアDIY教室～ウッドツリー～
12月11日（日）
①10：00～11：00 対象：4歳～12歳参加費用：800円

場所：1階オープンラウンジ (白壁前）
※事前予約必要

定員:各回10名

おしゃれなウッドツリーを建築士と一緒に作りませんか！ちょっとした軽い物を置ける
設計となっています。クリスマス後もカレンダーとして活用することもできますよ♪

・ロボットで一緒に遊ぼう！

・たのしく！からだづくり！

子どもと一緒に簡単パン作り

12月11日（日）
10:00～11:30

対象：年少以上のお子様と保護者
参加費用：1500円

場所：ROOM2

※事前予約必要

定員：15名（5組）

「ごまチーズドデカパン」

お子様と一緒に！タッパーで作れる簡単なパン。
「ごまチーズデカパン」の作り方をお教えします。
トースターで作れるパンなのでパンづくりが初めての方でも
大丈夫！みなさまのご参加をお待ちしております。

ギャヴィー先生の英語で「ストーリータイム」
vol.5クリスマスver.

12月18日（日）

①14:30～15：00（未就学児と保護者10組30名）
②15：15～15：45（小学1～3年生 10組30名）

参加費用：無料 場所：キッズスペース
※事前予約必要

カナダ人のギャヴィー先生が英語でクリスマスの
絵本を読んでくれます。クリスマスは一週間先だけど
一足先に盛り上がっちゃいましょう！英語耳が作れる
貴重な時期にどんどん英語を聞いて英語耳を育てましょう。

クリスマスケーキを作ろう

12月24日（土）

10:00～11:00
定員：8組場所：2階ROOM2

参加費：2000円
※事前予約必要

対象年齢：4歳～12歳

クリスマスイブに、親子でクリスマスケーキを
作りませんか？講師が用意するスポンジ
ケーキに生クリームやフルーツをデコレー
ションしてオリジナルのクリスマスケーキを
作りましょう！※アレルギーには対応してお
りませんのでご注意ください。

対象：未就学児～マルタス平日イベント～（当日受付・定員20名）

ピアノに合わせて歌を歌ったり
体を動かして遊びましょう。
カラフルなスカーフや楽器を
使ってみんなで音楽を楽もう！

レッツ☆リトミック（11:00～） おもちゃで遊ぼう（11:00～）
マルタスにあるおもちゃで自由に
遊びましょう♪普段遊べない
おもちゃにも挑戦できるチャンス！

Welcome Birthday Party
12月23日（金）11:00～11:30

対象：12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：8組16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

2023’干支ウサギ！手形アートで楽しもう

12月10日（土）
①10:00～11:30 ②13:00～14:30 ③14:30～16:00

対象：0歳～小学生親子参加費用：1500円
場所：おやこラウンジ

※事前予約必要

定員：各回5組

手形アートで2023'干支モチーフを親子で楽しみましょ
う！手足形から干支の「ウサギ」やアニマルモチーフを
楽しんでいただけます。お子様の成長「今」を手・足形
に残していただける記念にもなります。

親子で作ろう！オリジナルカレンダー
12月 26日（月）
①10:00～10:40
②11：00～11：40
③13：00～13：40

定員：各回10名

場所：1階オープンラウンジ（階段下）
参加費：300円

※事前予約必要

対象年齢：0歳～年長

2023年のカレンダーを親子で作ります。貼る、塗るな
ど少し手を加えるだけでかわいいカレンダーが完成し
ます。フェルトの感触を楽しんだり、折り紙を折ったりと
指先を使った動きは知能の発達を促します。

離乳食におススメ！簡単スティックパン作り
12月8日（木）
10:00～11：30
場所：2階ROOM２

※事前予約必要

離乳食にもおススメ！ポリ袋で作れる簡単なパン「ミルクスティックパン」
の作り方をお伝えします。トースターで作れるパンなのでパンづくりが初
めての方でも大丈夫！一緒にパンづくりを楽しみましょう。

定員：5組15名
対象
１歳以下のお子様と保護者

参加費：1000円

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ

・親子ミニチュアDIY教室

MARUTASU X'mas2022

親子で作ろう！
オリジナルカレンダー

・子どもと一緒に簡単パン作り

もぐもぐタイム中止
（期間延長する場合があります）

たのしく！からだづくり！
12月24日（土）

14:30～15:30 定員：30名

場所：2階ROOM3、4

参加費：500円

※事前予約必要

対象年齢：子ども向け

スポーツを始めようと考えている子どもたち
に、より良い運動や休養の仕方を実践的に
お伝えする講座です。
ぜひ参加して体を動かしましょう!

MARUTASU X'mas2022
12月25日（日）

対象：3歳～低学年まで
定員：10組30名

※事前予約必要10:30～11:30

子どもたちが待ちに待ったクリスマス。
マルタスでは今年もクリスマスパーティーを開催！
スタッフによるクリスマスソングの演奏をはじめ
ダンスで体を動かしたり、クリスマスにちなんだ作品作り
をします。今年のクリスマスはぜひマルタスで一緒に
盛り上がりましょう！

場所：キッズスペース

参加費用：無料

（1月9日まで）

レッツ★リトミック

おもちゃで遊ぼう

おもちゃで遊ぼう

（


