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内容は予告なく変更することがあります。
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9月

※（予約）＝予約できます。当日受付もあります。
（無料）＝参加無料イベント（入館料は必要）。
（大人）＝おとなの方向けプログラム。

休館日

10 月のワークショップご予約は、9 月 1 日から電話受付します。
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休館日

4

●おとなりスタッフと
あそぼう
●いもほり＆やきいも（予約） ●焼板ハロウィン飾り（予約）
●パラシュートあそび（予約）●人形劇

5

6

平日は、一般向けには休館します。
大人向けに施設限定の営業日があります。
水・木・金は、団体予約を受付けます。

●コグニサイズ
（大人）

9 10 11 12
●カンバッジ工房
●ちるみゅー運動会（無料）

●ノルディック
ウォーキング（大人）

●グラウンド
ゴルフ（大人）

●人形劇

13

16 17 18 19 20
休館日

●コグニサイズ
（大人）
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●グラウンド
ゴルフ（大人）

たのしい人形劇

●歌声喫茶（大人）
●ノルディック
ウォーキング（大人）

8

7

●おはなし会（無料）
●カンバッジ工房
●焼板ハロウィン飾り（予約）●ちるみゅー運動会（無料）
●お馬さんといっしょ（予約）●クラルテ人形劇

14

15

●焼板ハロウィン飾り（予約）
●いもほり＆やきいも（予約）

●焼板ハロウィン飾り（予約） エースあそびの学校
●いもほり＆やきいも（予約）●チャンバラ（予約）
●語り部サークル（無料） ●ねばねばスライム（予約）

21

22

●おむすびころりん（予約） ●かぼちゃピザ（予約）
●竹のランタン（予約） ●カンバッジ工房
●フェイスペイント
●ハロウィンパレード（無料）●フェイスペイント
●ナチュラルバックヤードの ●ハロウィンパレード（無料）
●ミイラゲーム（無料）
木のおもちゃ作り

28

29

●お野菜クラブ⑧（年間予約） ●クラルテ人形劇
ハロウィン仮装してきたら入館料半額！

＜クラルテ人形劇＞＝8 日「三びきの子ぶた」、29 日「トウモロコシはだれのもの」
＜アマチュア人形劇団＞＝1 日：人形劇グループあんころもち、9 日：人形劇のねこじゃらし

@ 人形劇の部屋

人形劇団クラルテと、いろんなアマチュア人形劇団が
（変更になること

基本、日・祝ごとに人形劇を上演します。があります）
①13:00〜13:30

②15:00〜15:30

アマチュア人形劇＝300 円

クラルテ人形劇＝500 円

ちるみゅーでは、休館日に
地域のみなさんが活用できる
サービスをしています。

10月のおとな向け
平日イベント
※入館無料ですが、施設の
利用範囲は限られます。

●コグニサイズ＝ 3 日・17 日（火）13:00〜14:00

認知症予防運動。彩華スポーツの有資格者が指導（ちるみゅー特別料金）800円

●グラウンドゴルフ＝ 11 日・25 日（水）13:00〜16:00
大人 400 円／小人 200 円（市内 200 円／100 円）道具貸出

●ノルディックウォーキング＝12 日・26 日（木）10:00〜11:30

北欧生まれのウォーキング健康法。1,000 円＋ポールレンタル 500 円

●歌声喫茶＝ 26 日（木）14:00〜16:00

生伴奏にあわせて歌いましょう。飲み物・特製お菓子付き 700 円
〒669-2545 篠山市小田中 572
TEL.079-554-6000 FAX.079-554-6001
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Topics

内容は予告なく変更することがあります。

恒例

ちるみゅー運動会
ちるみゅー恒例のオリジナル運動会を
するよ。参加してくれた人には参加賞、
種目ごとに賞品もあるよ。みんな動き
やすい服装できてね。
8 日・9 日
13:30 〜 15:00
（無料）

エースあそびの学校

おとなりスタッフとあそぼう!

チャンバラクエスト

コマあそび、折り紙、革細工…いろんなあそびが大集合！
1 日 14:00 〜 15:30 随時 300 円 チケット制

自分の剣をつくってのびのびチャンバラ！
①11:00〜、②13:00〜 500 円 30 名（予約可）

焼板ハロウィン飾り

お馬さんといっしょ!

15 日

焼いた板をみがいて色付け、
きれいなハロウィンの飾りを
つくるよ！
1・14・15 日＝11:00〜
7 日＝13:30〜、
600 円 各 20 名（予約可）

ねばねばスライムづくり
片栗粉スライムに挑戦！
①14:30〜、②15:30〜 500 円 30 名（予約可）

ハロウィン飾り竹ランタンづくり
かぼちゃのかわりに竹でランタンをつくってみよう！
21 日 13:30〜 600 円 各 20 名（予約可）

ナチュラルバックヤードの

バスでまきばへお出かけ。エサやりしてお馬さんとなか
よくなったら乗ってみよう！ 協力：ファームやまこう
7 日 10:45 集合〜12:30 終了 保険込 900 円 15 名（予約可）

木のおもちゃづくり

おはなし会（絵本読み聞かせ）

10 月のテーマは“あきはおいしいものがいっぱい”ミュー
ジアムクラブ・絵本サークル 8 日 12:00〜12:25（無料）

カンバッジ工房

木のおもちゃ屋さんの材料を
使っておもちゃをつくろう！
28 日 11:00 〜 16:00
随時受付 500 円

お野菜クラブ 2017

かっこいいオリジナルのカンバッジをデザインしよう！
8 日・9 日・22 日、11:00〜12:00（随時受付） 600 円

※詳しくはお問合せください。

ちるみゅーの畑で野菜づくりに挑戦。28 日（年間予約）

ちるみゅーのハロウィン

語り部サークルふるさと
篠山の語りべグループによる昔話。14 日 14:00〜（無料）

いもほり＆やきいも
バスで畑においもほりに行って、
その場でやきいもにしてたべよ
う！（焼芋１個、持帰り２個付き）
14 日・15 日 13:00 出発〜
15:00 900 円 25 人（予約可）

おむすびころりん
山で薪を集めて、かまど炊ごはんでおむすび作ってたべよう
21 日 11:00 〜 12:30 800 円 20 名（予約可）

●28 日（仮装で入館料半額）
・フェイスペイント（100 円）・パレード（無料）
・巨大ジャックオーランタン展示と重さ当てクイズ発表
●29 日（仮装で入館料半額）
・フェイスペイント（100 円）・パレード（無料）
・ミイラゲーム（無料）

予約方法 :（予約可）と書かれているものは予約が可能です。ワークショップ実施月の前月１日から予約の受付を始めます。お電話にてご予約下さい。

予約は不要
晴れたら芝生ひろばでシャボン玉や…

ごんた山宝さがし

いつでもあそべる施設いっぱい！
雨でも安心いつでも無料のあそべる展示

宝の地図をもって、ちるみゅーの里山
「ごんた山」を探検。宝ものをゲット
しよう！（雨天中止）300 円（宝もの付）

スタンプラリー（雨でもＯＫ）
館内にあるキャラクターのスタンプを集めよう！
（景品付 100 円）。キラキラシール 11 枚集めたら、
オリジナルストラップがもらえるよ（台紙 300 円）。

●お部屋ぜんぶが木のおもちゃ！「ちるみゅー城」
●名誉館長の心にふれる「河合隼雄の子ども部屋」
●どんなおもちゃが入ってる？「ひみつボックス」
●6000 冊読み放題！「絵本の部屋」
●民族衣装「世界の 10 才」・昔あそび「子ども横丁」

レストラン・ショップ・カフェ
●給食メニューが人気の「リストランテ・ブー」
●駄菓子屋さん「ミュージアムショップ・プー」
●大人もちょっと休憩「カフェ・ホー」など

〒669-2545 篠山市小田中 572
TEL.079-554-6000 FAX.079-554-6001
info@chirumyu.jp

入館料

大

小・中生

２才〜

個

人

600 円

人

400 円

150 円

団

体

480 円

320 円

120 円

New!
篠山市内の小・中生以下は無料。
団体は 20 名以上。
各種手帳保持者、高齢者割引あり。
年間パスポートあります。

