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ぐんまこどもの国児童会館

１ページ：イベントピックアップ
２ページ：10 月のもよおし
３ページ：11 月のもよおし
４ページ：10･11 月のおへやだより

10 月 15 日(日) 群馬県内児童館フェスティバル 時間 9:30～16:00
｢わくわくドキドキ！楽しいあそび大集合!!」をテーマに、県内の児童館による活動発表や楽しい催しを行います。
公園

2階
クラフトルーム
●「型染めマイバッグ」

エントランス広場
●「大道芸人トミー☆のパフォーマンスショー」(大道芸人トミー)
●「お祭り広場」

パソコンルーム
●「ジュニアスタッフのパソコン工房(ぐんまこどもの国児童会館)
多目的ホール
●「ロケットカップ」(伊勢崎市境児童センター)
●「プラバンづくり」(玉村町立健康の森児童館)
(三波川ふるさと児童館「あそびの学校」)
●
野外ステージ
●「ハートのポプリ」(館林児童センター(自主クラブ「キャンディ」))
●「こどもの国ダンス部☆発表会」(ぐんまこどもの国児童会館)
●「ハロウィンマント」(伊勢崎市境児童館どんぐり)
●「一輪車の演技と乗り方の説明」(大泉町北児童館)
通路
●「南京玉すだれ・竹太鼓の上演とまりつき」(伊勢崎市さざんか児童館) ●「身近な材料でできる工作展」
●「大声でさけぼう！～児童館の中心で夢をさけぶ～」(合同)
(邑楽町南・北・中央・東児童館・榛東村児童館 他 20 館)
●「あそびの出前」(伊勢崎市さざんか・きく・あやめ児童館)
●「バルーンアート教室」(伊勢崎市赤堀・赤堀南・赤堀あさひ児童館)
●「光る！泥だんごの色あそび・忍者学校・紙芝居実演」

ピロティ

3階

●「フェイスペインティング」(藤岡中央児童館 他)
●「保冷剤でアロマ消臭剤を作ろう」

第１研修室
●「人形劇「三匹のやぎのがらがらどん」」

(前橋市下小出・大友・粕川・朝倉・日吉児童館)

(館林市児童センター(人形劇団「つくしんぼ」))

1階

第２研修室
●「自然大好きっ子集まれ！芝八君を作ろう」

ハイビジョンシアター
●「影絵」 (伊勢崎市児童センター)

(太田市生品・尾島・綿打・木崎・世良田・藪塚本町児童館)

詳しい日程はチラシをご確認ください。
※雨天の場合、各催しの会場が変更になる場合がございますので
ご了承ください。

10 月 28 日(土)，29 日(日)

主催：
後援：群馬県、ＮＨＫ前橋放送局、上毛新聞、群馬テレビ
ＦＭ ＧＵＮＭＡ、エフエム太郎、おおたタイムス

ハッピー・ハロウィン！！

今年のハロウィンはイベントもりだくさん！みんなでハロウィンを楽しんじゃおう！パレードも行うので、ぜひ仮装して来てね。
28 日のみ開催
両日開催
★ジュニアスタッフのハロウィン大変身！
☆ハロウィンカボチャラリー
★ジュニアスタッフとハロウィンパレード
・ハロウィンカプラ
・パソコン工房「ハロウィンマスク」(10:00～11:30)
・ハロウィンフォトスポット(10/20(金)～10/31(火))
★｢ジュニアスタッフのハロウィン大変身！」 ★｢ジュニアスタッフとハロウィンパレード｣
☆「ハロウィンカボチャラリー」
ジュニアスタッフと一緒にハロウィンの衣装 当日仮装してパレードに参加してくれたお子 公園や児童会館にあるカボチャカ
さんにミニプレゼントを差し上げます。パソコン プセルを集めよう！全部集められ
づくりの後、パレードに繰り出します。
工房のハロウィンマスクでも OK です。
た人にはプレゼントもあります。
時間：13:30～14:00
会場：研修室
対象：幼児～小学生
(小 2 以下は保護者同伴)

時間：14:30～15:00
会場：公園（雨天時は館内）
対象：どなたでも

Twitter はじめました！
ぐんまこどもの国児童会館の公式 Twitter を開設しました！
児童会館の情報やイベントのご案内をしていきます。
ぜひご覧になってくださいね♪

時間：9:30～16:30
会場：児童会館・公園
対象：こども

ぐんまこどもの国児童会館【公式】
https://twitter.com/nicottochan5
(ID：@nicottochan5)

こちらからも
アクセスできます

ぐんまこどもの国児童会館

公益財団法人 群馬県児童健全育成事業団 http://kodomonokunijidoukaikan.jimdo.com/
〒373-0054 太田市長手町 480 TEL：0276-25-0055／FAX：0276-25-0059／Twitter：@nicottochan5
◆開館時間 ： 9:30～17:00
◆休 館 日 ： 月曜日（祝日の場合は翌日）
休日は駐車場及び周辺道路がたいへん混雑いたします。お時間に余裕を持ってお越しください
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ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用

★事前申込です。（事前申込は、当児童会館設置の申込用紙または、お電話で。）
★印のないものは、当日場所までおこしください。
※各催しの終了時間は目安です。
※特に記載のないものは先着順です。
※日時が変更になることもございます。※各催しの詳細は、お問い合わせください。

開催日

プログラム名／内容

場所／時間

巡回パネル展
9/2(土) 「月と地球と私たちのつながり」
～
生まれた直後の月がもたらした激しい地球環境と、それに
10/12(木) よって生まれた生命、そして現在の地球生命と月とのつな

対象／定員／申込

多目的ホール前
9:30～17:00

どなたでも

第 1 研修室
10:30～11:30
13:30～14:30

小学生(小 2 以下は保護者同伴) 30 名
各回 20 名 参加費 70 円
講師：石川 博行 氏(元中学校理科教師)
★9/2(土)～

多目的ホール
10:30～15:00
（開場は 15:30 まで）

どなたでも

第 2 研修室
10:30～11:30

乳幼児と保護者
共催：太田子育て支援ボランティアネットワーク

がりを紹介するパネル展示です。

科学講座「紙コップモーターをつくろう！」
１(日)

7(土)

11(水)
15(日)

エナメル線でコイルを作って、モーターの仕組みを学
びます。

太工フェア IN ぐんまこどもの国児童会館
～太工生といっしょにチャレンジ～
太田工業高校の生徒が製作した作品が大集合。高校生
に教えてもらいながら参加できる楽しいコーナーもあるよ！

子育てサロン こどもの国
子育て支援ボランティアと一緒に、手遊びや歌、読
み聞かせ、おしゃべりなどしましょう。

群馬県内児童館フェスティバル

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

おたんじょうてがた「どれくらい大きくなったかな」 受付時間：10:15～11:00
17(火)

色紙に手形をとって、メッセージをかきます。ひとつひ 受付 ： ビデオ・パソコンル－ムカウンタ－
とつ大きくなる記念に思い出を残してね。
実施場所：第 2 研修室

0～3 歳の親子
各回 15 組
参加費：100 円

10:30～/11:00～/11:30～

おはなしのへや
21(土)

絵本や紙芝居の読み聞かせや、簡単な折り紙工作
をします。

おもちゃの病院
こわれたおもちゃをボランティアの先生たちが治しま
す。

22(日)

25(水)

28(土)
29(日)

29(日)

第 1 研修室
9:30～11:30
（時間中随時受付）

※家族２個（小学生以下の子どもが使うおもちゃ）
その他、部品交換した場合実費がかかります。
玉がとび出る、火を使うなど危険がともなうものは不可
ドクター：児童会館ボランティア

野外ステージ
県内で活躍しているアクションチームによる、楽しいヒー 12:00～/14:00～
(各回約 60 分)
ローショーです。

どなたでも
出演：TMC ワイルド
※雨天の場合は多目的ホールで行います。

ふれあい仲間づくり「とことん外で遊び隊！」
公園でみんないっしょにいっぱい遊んじゃおう！

公園 かくれんぼの丘
13:30～16:00
(時間中随時参加可)

どなたでも
※雨天・荒天時は中止

おやこサロン

多目的ホール
10:30～11:30

乳幼児と保護者

子育ての悩みや心配事等を専門の相談員に話して
みませんか。

保健室
1 人目：13:30～
2 人目：14:10～
3 人目：14:50～

子育て中の親や養育者 3 名
★受付中～定員次第〆切り
相談員：宮内 洋 氏
(群馬県立女子大学教授・臨床発達心理士)

パソコン工房
「パソコンクラフト～ハロウィンマスク～」

パソコンルーム
10:00～11:30
(時間中随時受付)

幼児～中学生（6 歳以下は保護者同伴）
※イベント開催中は通常プログラムを休止します。

晴 スペースシアター・公園
○

どなたでも
100 名（中学生以下は保護者同伴）
★9/16(土)～
※児童会館が閉館した後、再入館します。
受付は 18:15 から行います。

手遊び、親子あそび、歌、パネルシアターなどで
み～んなが楽しめます。

ハロウィンのペーパークラフトをプリントして工作します。

28(土)

幼児～小学生
30 名

こどもわくわく劇場「夢適ヒーロー大集合！」

子育て相談室
26(木)

第 2 研修室
14:00～14:40

～星空観察～こどもの国スターフレンド
「月を観よう！撮ろう！」
プラネタリウムで解説の後、実際の星空で、月を観よ
う！撮ろう！観望後は適宜解散となります。

18:30～21:00
荒 スペースシアターのみ
○
18:30～19:45

ハッピー・ハロウィン！！

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

第 10 回 ぐんまこどもの国にフォーミュラカー
＆小暮卓史がやってくる！！

ピロティ
10:00～15:00

本物のフォーミュラカーの展示や写真展など、盛りだくさ
んの内容です。本県出身のレーシングドライバー小暮卓
史さんも来館予定！詳細は次号インフォメーションにて。
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どなたでも

開催日

プログラム名／内容

場所／時間

スペシャルサイエンスショー
3(金・祝) 「ボルトボルズ 笑ってタメになる！サイエンスショー」
若手お笑いコンビ「ボルトボルズ」によるサイエンスショーです。
大気圧実験、静電気実験、空気砲の実験などを行います。

ぐんまちゃん・にこっとちゃんと写真をとろう！
5(日)

群馬県のマスコットキャラクターぐんまちゃん、ぐんまこどもの国の
マスコットキャラクターにこっとちゃんと一緒に写真を撮ろう！

こどもわくわく劇場「群馬医療福祉大学公演」
保育士を目指す学生による親子ふれあい遊び、手遊び、
リズム体操などを行います。

おはなしのへや(乳幼児向け)
7(火)

スタッフやボランティアによる乳幼児向けの絵本の読み聞
かせや、図書案内を行います。

子育てサロン こどもの国
8(水)

子育て支援ボランティアと一緒に、手遊びや歌、読み聞か
せ、おしゃべりなどしましょう。

多目的ホール
11:30～12:30
14:00～15:00

保育士を目指す学生達が、劇やペープサート、皆さんと一
緒に手遊びなどをします

12(日) 第 26 回 ぐんまこどもの夢大賞 入選作品展
～
最優秀賞から奨励賞までの作品を展示します。
12/3(日)
おたんじょうてがた「どれくらい大きくなったかな」
14(火) 色紙に手形をとって、メッセージをかきます。ひとつひとつ大
きくなる記念に思い出を残してね。

子育て相談室
16(木)

18(土)
19(日)

子育ての悩みや心配事等を専門の相談員に話してみませ
んか。

多目的ホール
11:00～/13:30～
(各回 60 分)

どなたでも
各回 200 名

こども図書室
11:00～11:30

乳幼児とその保護者

第 2 研修室
10:30～11:30

乳幼児と保護者
共催：太田子育て支援ボランティアネットワーク

2・3 階ギャラリー
9:30～17:00

どなたでも

受付時間：10:15～11:00
受付 ： ビデオ・パソコンル－ムカウンタ－
実施場所：第 2 研修室
10:30～/11:00～/11:30～

0～3 歳の親子
各回 15 組
参加費：100 円

保健室
1 人目：13:30～
2 人目：14:10～
3 人目：14:50～

子育て中の親や養育者 3 名
★受付中～定員次第〆切り
相談員：額田 直子 氏
(群馬医療福祉大学 看護学部実習指導教員・保健
師・助産師)

多目的ホール
保育士を目指す学生がダンス・手遊び・じゃんけんゲームな 10:30～/13:30～
(各回約 60 分)
どを行います。
ボランティアによる楽しい手品と腹話術人形ケンちゃんとの
ゆかいなお話などを行います。

人形劇で遊ぼう
23(木・祝) ボランティアによる手作りの人形劇やペープサート、腹話

25(土)

どなたでも
300 名
出演：児童会館ボランティア

第 2 研修室
14:30～15:10

どなたでも
約 80 名
出演：児童会館ボランティア

パソコンルーム
幼児～中学生（6 歳以下は保護者同伴）
9:30～10:30
※所要時間一人 15 分
16:00～16:45
※イベント開催中は通常プログラムをお休みします。
（各回終了15分前まで随時受付）

お絵かきソフトを利用し、作品を作ります。仕上がったら印
刷して持ち帰れます。

小学生～中学生（小2 以下は保護者同伴）
30 名
★10/21(土)～11/18(土)
参加費：500 円以内
講師：サイエンスインストラクターの会
どなたでも
多目的ホール
13:30～14:10（演奏中心） 各回 300 名
15:30～16:50（演奏と講話） エレクトーン演奏・講話：石下 有美 氏
研修室
9:45～12:00

おもしろ科学教室
「これぞ、イリュージョン!～脳はだまされやすい!?～」
目の錯覚を使った工作を作ります。みんなの脳は、はたし
てだまされないのか?

26(日)

群馬県内児童館オレンジリボンキャンペーン
「あなたに届け!音のことだま～上を向いて歩こう～」

29(水)

子育てママのいきいきタイム
「アンガーマネジメント～子育てイライラ解消
のために～」

どなたでも
各回 200 名

多目的ホール
13:30～14:15

術を上演します。

パソコン工房
「パソコンでお絵かきしよう！～プリントタイム～」

どなたでも

11:00～/13:30～

こどもわくわく劇場「育英短期大学公演」

マジック&腹話術ショー

どなたでも
各回 300 名

公園からくり時計前
どなたでも
11:00～/13:00～/15:00～ 各回 20 組

こどもわくわく劇場「中央情報経理専門学校公演」 研修室.
11(土)

対象／定員／申込

親子で楽しめるエレクトーンの音楽会です。家族や子ども
の幸せを願う全ての人たちへ熱いメッセージを届けます。

第 1 研修室
10:30～12:00

アンガーマネジメントとは怒りと向き合い、怒りを後悔しない
こと。感情コントロールの方法を学んで、イライラな毎日と
上手に付き合ってみませんか。
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子育て中の親、他
20 名(託児 15 名)
★10/25(水)～
講師：冨永 敦子 氏
（介護人材コンサルティング Futaba 代表）

１
Ｆ

サイエンスワンダーランド

時間中いつでも遊べます

・まじかるステップ ・ダンシングバルーン ・虹のキャンバス ・スバル R２カット
・エアーカーリング ・インフォメーションロボットアルビーくん など
・巡回展示「モーターラボ」 (公財)つくば科学万博記念財団 11/30(木)まで

こども図書室
時間中いつでも利用できます。
・絵本
・児童書 ・マンガ
・紙芝居 ・育児書 ・育児雑誌

スペースシアター（プラネタリウム）【子ども（中学 3 年生まで）：無料
誕生日の神話物語と
季節の星座解説
◆「ほしぞらさんぽ」
（約 30 分）

平 日

２
Ｆ

幼児番組
◆「それいけ！アンパンマン
～星の色と空の色～」
(約 25 分)

こども番組
◆かいけつゾロリ
～おうごんの星
をさがせ編～
(約 35 分)

9：40

11：00

13：00

団体投影
(学習番組)

団体投影
(学習番組)

団体投影
(学習番組)

10：00

11：00

13：00

大人：300 円】
新番組 一般番組
9/16（土）～
◆「ネイチャーリウム
オーロラの調べ」
(約 40 分)

一般番組
◆「美しき地球
～ベラガイア～」
(約 40 分)

～ちきゅうを
めざせ編～
(約 35 分)

14：30

15：30

それいけ!アンパンマン
美しき地球
～星の色と空の色～ ～ベラガイア～

14：00

15：00

16：00

美しき地球
～ベラガイア～
かいけつゾロリ
土・日・祝 ほしぞらさんぽ それいけ!アンパンマン かいけつゾロリ
(9/10 まで)
美しき地球
～おうごんの星
～ちきゅうを
秋の星座
～星の色と空の色～
～ベラガイア～
ネイチャーリウム
をさがせ編～
めざせ編～
オーロラの調べ
（9/16 から）
☆平日の「団体投影」は学校等の団体専用です。利用の際は、事前に予約申し込みしてください。
☆身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳いずれかの交付を受けた方、及びその介護者 1 名は無料でご観覧いただけます。
スペースシアター入口でスタッフに手帳をご提示ください。
☆毎月第 3 水曜日に「ぐーちょきシニアパスポート」持参者でプラネタリウムを観覧した方に、オリジナルグッズプレゼント中です。
※10/28(土)は群馬県民の日を記念して、プラネタリウムの観覧料が無料になります。
★お休みする日 10/3(火)(保守点検のため)

クラフトルーム

開館時間内はいつでも工作できます。（材料配布は 16:30 まで）

■「トライアングル▲ケース」 9/30(土)～10/20(金)

●ぞうけいコーナー

対象：小学生～中学生
時間：9：30～16:00

●おりがみコーナー

カウンターで折り紙がもらえるよ！
(一人 2 枚まで)

■「ハロウィン ビニールバッグ」 10/21(土)～10/31(火)
※10/15(日)は「群馬県内児童館フェスティバル」の「型染めマイバッグ」を行うため
「トライアングル▲ケース」はお休みします。

●らくがきコーナー

水性クレヨンでおえかきしよう！

プレイルーム

開館時間内いつでもあそべます。
■9/2（土）～10/12（木）
連結とび石、プレイロック、なかよしランド、ままごとセット、タイニートット、乳児絵本など
■10/14（土）～12/7（木）
巧技台セット、プレイロック、動物パズル、ままごとセット、楽器のおもちゃ、乳児絵本など
※遊具は汚れや破損などにより予告なく変更する場合があります。
★お休みする日 10/13(金) (遊具入替のため)

パソコンルーム

ビデオライブラリー

9:30～17:00（受付は 16:30 まで）
※10/15(日)は「群馬県内児童館フェスティバル」の「ジュニアスタッ
フのパソコン工房」を行うため、通常利用はお休みします。

9:30～17:00（受付は 16:30 まで）

３
Ｆ

研修室

・イベントでお部屋を使用しない時は「ふれあい広場」「わいわい広場」になります。

ふれあい広場

（第１研修室）
・昼食や休憩所、お待ち合わせにどうぞ！

こども相談室

わいわい広場

（第２研修室）
・ブロックや小学生向きのボードゲーム等で自由に
あそべます。
※おもちゃは定期的に入れ替わります。

授乳室
ビューラウンジ
・公園の景色を見ながら、休憩お弁当にどうぞ。

群馬県内児童館情報

（１Ｆ保健室）

9：30～16：30
直接来館するか、お電話でご相談ください。
（ＴＥＬ：0276－25－0055）

群馬県内児童館の情報がご覧になれます。
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用
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