
協力 / わが町バルーンアート隊
ハロウィンモチーフのカワイイバルーンです。

月

10:00 ～ 15:00

10:00 ～ ( 材料がなくなり次第終了）

11:00 ～マエダ本店様 前を
　　　　　　　　スタート！

※参加してくれたお子様にはお菓子をプレゼント！

館内にある９つのほこらをめぐり、キーワードを
完成させよう！だれでも参加できるよ♪
受付場所 / 来さまい館カウンター

いろんなおもちゃでいっしょにあそぼう！
ちいさなお子さまにおすすめです。
協力 / おもちゃ図書館きんたろうひろば

キラキラのボディジュエリーでおしゃれしよう ^^

キッズ /500 円　おとな /1,000 円

ボディジュエリーシールも販売します☆
協力 /Ｃｕｔｅ２（青森市）

10:00 ～ 15:00

フードコーナー

協力 / むつ下北地区レクリエーション協会

むつ来さまい館
℡0175-33-8191
むつ市田名部町 10番１号

お問い合せ℡0175-33-8191

P
P

エコクラフトを体験しよう！
エコ・けん玉、エコ・紙コプター、
ボンボン太鼓、エコ・バズーカ砲
カプラ積木体験

周辺マップ

体験無料

10:00 ～（500 枚限定。なくなり次第終了）

in

ムチュダの伝説
　～キーワードラリー～

おもちゃ図書館

バルーンコーナー

ハロウィンボディージュエリー

あそびの城コーナー

ひつよう

臨時

P

臨時
  P

トランクオア
トリート会場

むつ来さまい館

※おばけやしき、ゲームコーナー、トランク オア
 トリートに参加するにはチケットが必要です。

アトラクションチケット
　お得な前売り券販売
　　　（4枚入 500セット限定）

３００円 ※9/16～
　来さまい館にて販売

当日は１枚 100円で追加販売する予定です。

※おばけやしき、ゲームコーナー、トランク オア
 トリートに参加するにはチケットが必要です。

アトラクションチケット
　お得な前売り券販売
　　　（4枚入 500セット限定）

３００円 ※9/16～
　来さまい館にて販売

当日は１枚 100円で追加販売する予定です。

※車は所定の駐車場以外には停めないでください。
※歩行者天国区間の車両の通行はできません。

ハロウィン

●ガラスのぬりえ
ものづくりコーナー
料金／ 500 円～ 600 円
協力／彩～ aya ～

紙パックかペットボトル
１個持参で参加！

ゲームに挑戦するとおかし
　　　　　がもらえるよ♪

※ＨＰより申込用紙がダウンロードできます。
　ファックス及びメールに添付し申込も可能です。

仮装パレード

第２回

●キラキラデコ de ハロウィン
料金／ 1,000 円（おかし付き）
協力／ＩａｎｄＣ

●お菓子のデコパーツで
　ハロウィンを盛り上げる小物作り

料金／ 500 円～
協力／Ｓａｃｒａｆｔ

●①welcome プレート作り　
　　　　（Halloween バージョン）
　②Halloween ソーラーランプ作り

料金／①500 円②600 円
協力／あとりえＭａｋｉ

10:00 ～ 15:00

2019

ハロウィンパーティー

※ゲームひとつに
つき１枚チケット
を使います。

主催 / むつ来さまい館　指定管理者むつ商工会議所　

後援 / むつ市、むつ市教育委員会　

協力 /( 株 ) マエダ、青森県総合社会教育センター、

　　　田名部駅通り商店街振興組合、ボランティアスタッフおよび

　　　ＡＬＴのみなさん

　　　

ハロウィン

仮装パレード

10:00 ～ 11:30（午前の部）
13:00 ～ 14:30（午後の部）

※入口は１階正面玄関付近です。
※つきそいの大人の方はチケットは必要ありません。
　小学校低学年以下のお子様は大人と一緒に入って下さい。

ここは「あやかしの下北半島」…。
きみはミッションをクリアし、ぶじに帰って
こられるかな？

会場／２階展示室【AGASSE 来さまい】

TICKET
ひつよう

おばけやしきおばけやしき

TICKET

TICKET

応募資格／親子で参加（対象 3歳～小学生）
定　　員／①②ともに親子 10組（20名）
参 加 料／無料
会　  場／来さまい館１階会議室
申込期間／９月１６日（月）～
（定員になり次第終了となります）

※申込み・お問い合わせはお電話にて承ります。
　むつ来さまい館　℡0175-33-8191

10:00 ～ 15:00

2019

むつパーク
ホテル　様

臨時 P
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歩行者天国歩行者天国

「たなぶ七福通り歩行者天国」

※詳しい情報はむつ来さまい館
　ホームページをご覧ください。
　また、事情により記載の内容
　が変更となることがあります。
　あらかじめご了承ください。
　

※各回 1時間程度。
お申し込み時にご希望の時間をお伝えください。

●まほうのおおなべ
●モンスター・ターゲット
●ゴーストバスターズ（小学生以上）
　キャンディハント！（未就学児）

TRUNK OR TREAT!
トランク　　　オア　　トリート

車デコレーション
エントリー求む！

※車を自由に装飾して展示し、たずねてきた子供たちにお菓子を配ります。
参加の申込みはHPから申込み用紙（記載の事項をよくご確認ください）
をダウンロードして記入し、FAX かメールでご連絡ください。
アメリカで人気のイベント『トランク　オア　トリート』家族で、ママ友と、サークル仲間で参加しませんか？

TICKETひつよう

ハロウィンデコレーションされた車をめぐってお菓子をもらおう！
デコレーション人気投票も行います！気に入った車をえらんで投票してね。

むつ中学校吹奏楽部の皆さんが演奏してくれるよ☆

10:00 ～ 11:30（午前の部）
13:00 ～ 14:30（午後の部）

ゲームコーナーゲームコーナー

◇申込み期間 9/16（月）～ 10/6（日）
　むつ来さまい館カウンターにて受付

◇参加料：お 1人 100 円（保険料含む）

ＴＡＫＡくれーぷ屋（やきたてクレープ）
工房歩み（てづくりパン）
工房ラベンダー / 木の実（てづくりおかし）
コーヒー通り２１（いれたてコーヒー）

イベント広場到着後、仮装コンテストを
行います。どなたでも参加できますので
ぜひお集り下さい。（11:50 頃～予定）

11：00 スタート ( 予定）200 名限定

エントリー⇒⇒⇒

ジャック・オ・ランタン
　ハロウィン NEWデコもち教室
①10：15 ～②13：15 ～

[ちきゅうのためにきょうからできる 10のエコ ]
ミニ冊子 100 名プレゼント、

●キラキラボールペン
料金／ 900 円
協力／ amee

まさかりプラザ

むつ市
イベント
広場

会場


