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内容は予告なく変更

今月のよてい

することがあります。
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※（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。

金
冬期休館

2

丹波篠山ひなまつり

３月 10 日（土）〜18 日（日）
篠山市内各会場でひなまつりイベント開催中。
主催：丹波篠山ひなまつり実行委員会
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たてよう（予約）
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平日は、一般向けには休館します。
休館日
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（2018 年度は 3 月 1 日より電話受付）。
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●プラレールマラソン
●土ひな人形

3 月のワークショップご予約は、2 月 1 日から電話受付します。
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●土ひな人形

●プラレールマラソン
●土ひな人形
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●土ひな人形

丹波篠山ひなまつり
※入館無料ですが利用施設は限られます
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●土ひな人形
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●土ひな人形

丹波篠山ひなまつり
※入館無料ですが利用施設は限られます

24
●お抹茶を
たてよう（予約）

31
●たき火でおやつ（予約）

25

●ナチュラルバックヤードの
木のおもちゃ作り
●たき火でおやつ（予約）
※4 月の予定は変更に

なることがあります。
月
4
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●おはなし会（無料）
●おとなりスタッフ
とあそぼう

＜クラルテ人形劇＞写真と実際の演目は異なります。詳しくはホームページでご確認ください。

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。

3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。

●グラウンドゴルフ＝ 14 日（水）10:00〜16:00
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＝8 日・15 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＝ 22 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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内容は予告なく変更することがあります。

まちどおしい春がやってくる！
がんばれ！

プラレールマラソン

篠山マラソン
応援イベント

ちるみゅーの体験シアター棟いっぱいに敷きつめた、何百
メートルもつないだプ ラレール上を、君の列車はどこまで
走るかな？自慢のプラレール列車を持ってきて走らせてみ
よう！（協力：チームリボーン篠山線）
3 日、4 日 11:00〜随時 自車走行 100 円（入場無料）
列車はちるみゅーにも少し用意してあります。
使用するレールは、平成２８年に
国鉄篠山線跡地でプラレールによ
りお別れ列車を復活させたイベン
トで使用したものです。

お抹茶をたてよう
「茶せん」をまわして本格的な
お抹茶をたててみよう！でき
あがったら甘いお菓子といっ
しょに飲んで、おとなの味を
体験！（予約可）
21 日、24 日 ①11:00〜、
②13:30〜、各 20 名 500 円

丹波篠山
ひなまつり
３／ 10（土）〜18（日）
篠山市内各会場をめぐる
スタンプラリーも開催。
主催：丹波篠山ひなまつり
実行委員会

ナチュラルバックヤードの木のおも
ちゃづくり

木のおもちゃ屋さんに教えてもらいながら素敵な木のおも
ちゃをつくろう！今年からキットもバージョンアップ！
25 日 11:00 〜 16:00 随時受付 1,000 円

10、11、17、18 日は、丹波篠山ひなまつりで入館無料
ですが、利用できる施設は限られます（くるくるグラフィ
ティ・子ども横丁・河合隼雄の子ども部屋・芝生広場のみ）。
「土ひな人形づくり」とひな人形展示は子ども横丁で開催。

土ひな人形づくり
たき火でおやつ
まだ寒い日もある３月。あったかいたき火でおやつをあ
ぶってたべてみよう！（おやつは日によって変わります）
25 日、31 日
①11:00〜、②13:30〜 600 円 各 20 名（予約可）

丹波篠山ひなまつり特別ワーショッ
プ。型に粘土をはめて、かわいい昔
のひな人形づくりに挑戦！
3、4、10、11、17、18 日
11:00〜随時受付。600 円
※写真はイメージです。

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
4 月より営業します。

〒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。

