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期日 時間 イベント名 対象 申し込みなど

22
日

①午前10時②10時50分③11時40分 親子リトミック
①は生後２カ月以上１歳未満②は
１歳以上２歳未満③は２歳以上３
歳未満と保護者、先着各10組

★ リトミックスクール ポコ･カン
タービレ☎090-4717-3961へ

午前10時～午後４時 スポーツ吹矢体験会 小学生

★ 当日会場で随時

パネル展示・折り紙教室

どなたでも午前10時～午後４時 
〈認定会〉午前11時・午後１時30分・
２時30分

南京玉すだれ、皿回し、けん玉

午前10時30分～11時10分・11時
30分～午後0時10分 ギターで手遊び・歌遊び♪ 幼児・小学生（未就学児は保

護者同伴）

22
日
・
23
日

午前10時・11時・午後２時・３時 健科大★キッズキャンパス－看
護師さんのお仕事－

どなたでも（未就学児は保護
者同伴）、先着各20人

午前10時・午後２時 計量フェア 小学生と保護者、先着各15人
夏休み子ども消費生活教室 小学生、先着各50人

午前10時～正午・午後１時～４時（23
日は午後３時まで）

LaQブロック

どなたでも

ゲームで遊ぼう！

午前10時～午後４時

前橋空襲とミニミニ原爆展
キッズフェスタクイズラリー
まちなかキャンパス　薬剤師体
験教室〈割れないシャボン玉づ
くり〉

手かがみを風船でデコッチャオ！
￥手鏡デコ代200円、バルーンアー
ト１本20円～100円 
★ 当日会場で随時

「丸の折り紙」制作、体験コーナー ￥大きい作品のみ100円～200円 
★ 当日会場で随時

午前11時～午後４時（23日は午後２
時30分まで）

まちなかキャンパス　ころとん
でフェイスペイント

￥ 100円 
★ 当日会場で随時

午前11時・午後２時 リレーおはなし会 ★ 当日会場で随時
〈22日〉午前11時～午後0時30分・２時～
４時〈23日〉午前10時～正午・午後２時～
４時

浮世絵摺
す

りワークショップ どなたでも、先着各50人 ★ まちなか再生室☎027-230-8866
へ

午後１時・３時 まちなかキャンパス　薬剤師体
験教室〈薬剤師体験〉 どなたでも、先着10人 ★ 前橋商工会議所☎027-234-5109

へ
22日午後１時～４時、23日午前10時
～午後４時

あふれる才能みつけよう！キッ
ズ手相 幼児・小学生 ￥ 500円 

★ 当日会場で随時

23
日

午前９時30分～午後１時 おやこ食育教室 市内在住・在学の小学生以下
と保護者、先着３組

￥ 400円 
★ 健康増進課☎027-220-5783へ

午前10時・午後１時・２時30分 親子で楽しむおこづかいゲーム 小学生と保護者、先着各10組 ★ 日本FP協会群馬支部
☎027-280-5113へ

午前10時～正午 作って遊ぼう！！ どなたでも

★ 当日会場で随時

午前10時～午後４時

昔遊び＆レクリエーション 幼児・小学生キッズコアコン
ヒノキのお箸づくり体験 どなたでも（未就学児は保護

者同伴）
オイルパステルで描くポスト
カード どなたでも①バルーンで楽しもう！！ 
②ぐんまちゃんを作ろう！

￥ ①は200円②は500円 
★ 当日会場で随時

苔
こけ

玉実演 どなたでも、先着30人 ￥ 700円 
★ 当日会場で随時

期日 時間 イベント名 対象 申し込みなど

23
日

午前10時～午後４時 ネイチャークラフト

どなたでも

￥１クラフト100円
★ 当日会場で随時

親子天文工作教室と天体写真展示
★ 当日会場で随時午前10時30分～正午・午後１時～３

時30分
まちなかキャンパス　ウクレレ
体験教室

午前10時30分～正午・午後１時～２
時30分 紙コップで科学しよう！！ ５歳～12歳（未就学児は保

護者同伴）、先着各20人
￥ 100円 
★ 当日会場で随時

午前10時30分～午後3時30分 まちなかキャンパス　ラジオ製作 小学生、200人程度 ★ 当日会場で随時午後１時～４時 小鳥の巣箱づくり 小学生と保護者、先着30組

午後3時 まちなかキャンパス　ラジオ
出演体験 小学生、６人（抽選） ★ 当日午後２時から抽選

期日 日時 イベント名 対象 会場 申し込みなど
22
日 午前10時30分 日本の伝統楽器・お琴に挑戦！ 小学生 煥乎堂 ★ 煥乎堂本店ミュージックセンター

☎027-235-8120へ

22
日
・
23
日

午前９時30分～午後５時（22
日は午後８時まで）

・ガリ版印刷の魅力と不思議 
・子ども作品展 
・金澤翔子　書と詩の世界(23日）

どなたでも 前橋文学館
★ 当日会場で随時

午前10時～正午・午後１時～
３時 ドイツのはたらく車の試乗会！ 小学生以下と

保護者 中央通り

午前10時～正午・午後１時～４時
（23日は午後３時まで） どんぐり工作

どなたでも
まちなかサロン ￥ 100円

★ 当日会場で随時

午前11時～午後７時 「プレイヤーズ　遊びからはじま
るアート」展 アーツ前橋 ★ 当日会場で随時（22日・23日は

無料開放）
22日午後２時～３時、23日午
後２時30分～３時30分

キッズフェスタピアノチャレンジ
in前橋

どなたでも、
先着各10人 広瀬川美術館 ★ 日本ピアノホールディングピアノ

プラザ群馬☎027-363-1262へ

23
日

午前10時～正午・午後１時～３時
やる気の木プロジェクト「はじめ
てのおかいもの」

小３以下と保
護者

中央イベント広場
など

￥ 500円 
★ まちなか再生室☎027-230-8866
へ

プロスポーツフェスタ 小学生 中央イベント広場 ★ 当日会場で随時

午前10時30分・午後１時 親子で楽しむ～手作り１弦ギター
小学生と保護
者、先着各15
人

煥乎堂
￥ 2,000円 
★ 煥乎堂本店ミュージックセンター
☎027-235-8120へ

午前10時30分～11時30分・
午後１時30分～２時30分

まちなか博物館 ミステリーツ
アー

小学生と保護
者 前橋中心商店街

★ 富国生命前橋支社☎027-224-
3783へ（ガイダンス後、ダイヤル

「8」を選択）
午前11時～午後３時20分 第2回ジュニア･ピアノ演奏会

どなたでも
前橋テルサ ★ 当日会場で随時

午後１時～４時 アロマ石けん作り まちなかサロン ￥ 500円 
★ 当日会場で随時

夏の暑さを乗り切るころ！

　夏休みキッズフェスタを開催。さまざまな団体がまちな
かに集結します。詳しくは下表のとおりです。

期日＝８月22日㈮・23日㈯
会場＝前橋プラザ元気21など

夏休みキッズフェスタ

■ 夏休みキッズフェスタイベントガイド（前橋プラザ元気21）

■ 夏休みキッズフェスタイベントガイド（前橋プラザ元気21）

■ 夏休みキッズフェスタイベントガイド（まちなか）

赤城少年自然の家 ☎027-287-8227

まちなか再生室　☎027-230-8866
問い合わせは

当日はにぎわい商業課　☎027-210-2188

�サバイバルキャンプ
日時＝８月16日㈯・17日㈰（１泊２日）
対象＝小１～中３、先着24人
費用＝5,400円
�夏のファミリーキャンプ
日時＝８月23日㈯・24日㈰（１泊２日）
対象＝親子（子どもは４歳以上）、先着24人
費用＝中学生以下5,400円、一般5,940円
�ノルディックウォーク体験
日時＝８月28日㈭午前10時～正午
費用＝1,620円
申し込み＝以上の３つは同館へ

　おおさる山乃家周辺で自然体験イベントを開催し
ます。
�ゆこうよ森へ「日帰り自然体験」
日時＝８月17日㈰・24日㈰・31日㈰、午前９時30分～
午後４時
対象＝中学生以下と保護者、先着各40人
内容＝いかだ乗り、ドラム缶風呂、スープ作りなど
費用＝1,030円
申し込み＝住所・氏名・学年・性別・電話番号を記入し、
同館へファクス（027-289-0173）で

おおさる山乃家 ☎027-285-6151
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