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ぐんまこどもの国児童会館

7 月 1 日(土)、2 日(日)
七夕まつり
迷路に入って七夕クイズを解きながら
ゴールを目指そう。会場内では大きな
竹に七夕飾りや短冊を飾るコーナーも
あります。
時間： 10:00～16:30
場所： 多目的ホール
対象： どなたでも

１ページ：イベントピックアップ
２ページ：７月のもよおし
３ページ：８月のもよおし
４ページ：７･８月のおへやだより

時間が決まっているイベント
1 日(土)
「星に願いを☆おまもりペンダント」
紙粘土で星形などをつくり、ビーズなどを埋め込
んで、ペンダントを作ります。
時間： 11:00～11:30 / 14:30～15:00
(時間中随時受付)
対象： 幼児～中学生

「ミサンガブレスレットをつくろう」
細い紐を編みこんで、星形ビーズを付け、ブレス
レット風のミサンガを作ります。
時間： 13:00～ / 15:30～ (各回約 60 分)
定員： 各回 15 名
対象： 小学生～中学生

2 日(日)
「ブックトーク&絵本の読み聞かせ
～夏に楽しい本～」
群馬県立図書館の方がブックトークと絵本の
読み聞かせを行います。
時間： 11:30～ / 14:00～ (各回約 40 分)
定員： 各回 30 名 対象： 幼児～大人
講師： 群馬県立図書館 職員

「ジュニアスタッフのおたのしみコーナー」
当館ジュニアスタッフが考えた七夕まつりを楽
しめるプログラム。何をするかはおたのしみ！
時間： 13:30～15:30

7 月 9 日(日)
7 月 9 日(日)
親子おいしい工場見学
チャレンジクラフト
「牛乳製造ライン見学&バター作り体験!!」 「ボイスレコーダーを作ってみよう！」
ミルクランド東毛で牛乳やチーズが出来るまでを見学後、バターの
手作り体験を行います。
時
間：10:00～12:00 (9:45 から受付)
場
所：ミルクランド東毛(太田市新田市野井町 741-1)（現地集合）
定
員：40 名 対象： 年中～小学生の親子
講
師：ミルクランド東毛 スタッフ
参 加 費：1 個 300 円(バター作り) ※バターの持ち帰りは出来ません。
持 ち 物：晴天時:帽子 , 雨天時:雨具
事前申込： 6/10(土)～7/2(日)
※お申込み、お問い合わせは児童会館まで

基板など、電子パーツを組み立てて、声や音が録音できる録音再
生機を作ります。
時
間：10:30～ / 14:00～(各回約 90 分)
場
所：第 1 研修室
定
員：各回 20 名
対
象：小学生～中学生(小 2 以下は保護者同伴)
講
師：松本 伸二 氏(児童会館ボランティア)
参 加 費：500 円 持ち物：単三電池 2 本
事前申込：6/10(土)～

7 月 17 日(月･祝)

7 月 22 日(土)、23 日(日)
ふれあい仲間づくり
「第 4 回全国カプラ大会 作品大募集」

レオ・レオニ作「さかなはさかな」を読んだ後、ワイヤーやプラコップ
などを使って、涼しげなモビール製作をします。

カプラ作品のテーマは自由。作品を完成させたら
大会にエントリーしましょう! めざせグランプリ!!

時
間：10:30～ / 13:30～(各回約 90 分)
場
所：第 1 研修室
定
員：各回 15 名
対
象：小学生～中学生(小 2 以下は保護者同伴)
参 加 費：100 円
事前申込：6/17(土)～ ※写真はイメージです

時間：9:30～17:00
カプラ大会応募者 13:30～16:30
場所：多目的ホール
対象：どなたでも

7 月 30 日(日)
バトルスポーツ「水鉄砲バトル！」

夏休み期間の次の日は開館時間
を 18:00 まで延長します！

チームに分かれて、水鉄砲バトルを行います。頭に付けた的をめ
がけて水鉄砲で打ち抜くよ!
時間：10:00～ / 11:00～(各回約 30 分)
場所：公園 わんぱく広場 (小雨決行)
定員：各回 40 名
対象：5 歳～小学生
※ぬれても良い格好でお越しください。
※水鉄砲は児童会館で用意をします。

7 月・・・22(土)、23(日)、29(土)、30(日)
8 月・・・5(土)、6(日)、11(金・祝)～16(水)、
19(土)、20(日)、26(土)、27(日)

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
◆開館時間 ： 9:30～17:00 (開館延長日は 18:00 まで)
◆休 館 日 ： 月曜日（祝日の場合は翌日 夏休み中は開館します。）
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
1(土)
七夕まつり
2(日)
2(日)

プログラム名／内容

場所／時間

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

ブックトーク&絵本の読み聞かせ～夏に楽しい本～
おたんじょうてがた「どれくらい大きくなったかな」 受付：ビデオ・パソコンル－ムカウンタ－

4(火)

対象／定員／申込

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 １０：１５～１１：００
実施場所：第 2 研修室
きくなる記念に思い出を残してね。

0～3 歳の親子
各回 15 組
参加費：100 円

10:30～/11:00～/11:30～

9(日)

12(水)

14(金)

親子おいしい工場見学
「牛乳製造ライン見学&バター作り体験!!」
チャレンジクラフト
「ボイスレコーダーを作ってみよう！」
子育てサロン こどもの国

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

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。

子育てママのいきいきタイム
「浴衣の着付けにチャレンジ！」

公園でみんないっしょにいっぱい遊んじゃおう！

人形劇で遊ぼう
ボランティアによる手作りの人形劇やペープサート、腹話術
を上演します。

16(日)

こどもわくわく劇場
「つくしんぼ&虹色ハートシアター公演」
「つくしんぼ」による人形劇と「虹色ハートシアター」によるパ
ネルシアターをお楽しみください。

絵本のワークショップ「さかなはさかな」
～ゆらりんモビールをつくろう～
17(月･祝) こども映画会
「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」

第 1 研修室
10:30～12:00

子育て中の親等 20 名(託児 15 名)
★6/13(火)～
持ち物：浴衣、帯、腰ひも、
（持っている方・・・コーリンベルト、だて締め、帯板)
講師：橋本絞店
どなたでも
※雨天・荒天時は中止

公園 かくれんぼの丘
13:30～16:00
(時間中随時参加可)
第 2 研修室
14:30～15:10
多目的ホール
11:00～/14:00～
(各回約 60 分)

どなたでも
各回 200 名

多目的ホール
13:30～15:45
(開場は 13:15～)

どなたでも
300 名
※途中休憩はありません。

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：額田 直子
(群馬医療福祉大学 看護学部実習指導教員・
保健師・助産師)

プチサイエンスショー「瞬間冷却-196℃の世界」

ハイビジョンシアター
13:30～/15:00～

どなたでも
各回 40 名

おやこサロン
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。

子育て相談室
21(金)
液体窒素を使った実験ショー！色々なものが瞬間的に凍
ってしまう様子を実際に観察してみよう。

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～」

22(土)

どなたでも
約 80 名
出演：児童会館ボランティア

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

昨年、公開された「ハリーポッター」の新シリーズを大画面
でお楽しみください！

19(水)

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

着付けの基本から帯結びのアレンジまでを学びます。

ふれあい仲間づくり「とことん外で遊び隊！」
15(土)

第 2 研修室
10:30～11:30

パソコンルーム
9:30～10:30
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 16:00～16:45
（各回終了15 分前まで随時受付）
刷して持ち帰れます。
研修室
おもしろ科学教室
9:45～12:00
「エアーホバーでボウリングをしよう！」
空気の圧力で走るエアーホバーを作ってみるよ。うまく機
体が浮いて走ったらプラコップのピンのボウリングに挑戦!!

幼児～中学生（6 歳以下は保護者同伴）
※所要時間一人 15 分
※イベント開催中は通常プログラムをお休みします。
小学生～中学生(小 2 以下は保護者同伴)
30 名
★6/17(土)～7/15(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

22(土)
23(日)

ふれあい仲間づくり
「第 4 回全国カプラ大会 作品大募集」

28(金)
～
30(日)

ぐんまウォーターフェア
8/1 は「水の日」。森林の役割やダム、発電所の紹介、
魚の展示や水の実験など、水の大切さを紹介します。

多目的ホール
9:30～17:00
(28 日は 10:00～)

30(日)

バトルスポーツ「水鉄砲バトル！」

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。
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どなたでも
主催：群馬県
問い合わせ先：県庁企画部 地域政策課
土地・水対策室 TEL:027-226-2362

開催日

プログラム名／内容

場所／時間

おたんじょうてがた「どれくらい大きくなったかな」 受付：ビデオ・パソコンル－ムカウンタ－
1(火)

色紙に手形をとって、メッセージをかきます。ひとつ １０：１５～１１：００
実施場所：第 2 研修室
ひとつ大きくなる記念に思い出を残してね。
10:30～/11:00～/11:30～

研修室
10:00～16:00
(昼食休憩 12:00～13:00)

太田工業高校の生徒によるロボット教室
～プチロボコン～
5(土)

5(土)
～
27(日)

12(土)

高校生に教えてもらいながら、リモコン操作でピンポ
ン玉を運ぶロボットを作ります。

多目的ホール
9:30～17:00

夏休み特別企画
「科学捜査展～事件の鍵はそこにある！～」

0～3 歳の親子
各回 15 組
参加費：100 円
小 4～小 6 20 名
参加費：2000 円
★7/7(金)～
(直接来館し、参加費を添えて申込)
持ち物：1L 牛乳パック、弁当、飲み物
講師：群馬県立太田工業高校
アイデアロボット研究部生徒・顧問
一部コーナー年齢制限あり

現場に残されたわずかな証拠を手掛かりに、君はこ
の事件を無事解決できるか!?
詳細は次号をご覧ください。
晴 スペースシアター・公園
○

～星空観察～こどもの国スターフレンド
「ペルセウス座流星群を観よう！」
プラネタリウムで解説の後、実際の星空で、ペルセウス
座流星群を観よう！観望後は適宜解散となります。

子育て相談室
18(金)

対象／定員／申込

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。

おもちゃの病院
20(日)

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。

26(土)

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～」

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

どなたでも
100 名（中学生以下は保護者同伴）
★4/8(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。

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
(群馬県立女子大学教授・臨床発達心理士)

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

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。
お絵かきソフトを利用し、作品を作ります。仕上がった
（各回終了15 分前まで随時受付）
ら印刷して持ち帰れます。

エレベーターが使用できます。
改修工事のため、長らく休止して
いましたエレベーターがご利用でき
るようになりました。
ご不便をおかけして申し訳ございま
せんでした。

第 26 回
ぐんまこどもの夢大賞
作品募集

応募方法：
応募資格： 群馬県内に居住、通学、通勤する方
募集期間： 8 月 5 日(土)～9 月 10 日(日)必着
そ の 他： 作品は未発表の個人作品に限ります。
応募作品は審査を行い部門ごとに賞を設け、賞状等を授与します。
表彰式は 11 月 12 日（日）の予定です。
部門

対象

テーマ

絵画

18 歳未満

「ぼくの夢、わたしの夢」

童話

小学生以上
18 歳未満

創作童話
(テーマは自由)
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作品規格
四つ切り画用紙
(約 39 ㎝×54 ㎝)
画材は自由
400 字詰め原稿用紙
10 枚以内

１
Ｆ

サイエンスワンダーランド

こども図書室

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

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）

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

一般番組
◆「美しき地球～ベラガイア～」
(約 40 分)

夏休み特別番組
7/21(金)～8/31(木)
◆「名探偵コナン
◆「君が住む星」
探偵たちの星月夜」
(約 25 分)
(約 40 分)

新番組 こども番組 6/10(土)～
◆ かいけつゾロリ
～おうごんの星をさがせ編～
(約 35 分)

大人：300 円】

～ちきゅうをめざせ編～
(約 35 分)

●7/20(木)まで
平 日

土・日・祝

9：40

11：00

13：00

14：30

15：30

団体投影
(学習番組)

団体投影
(学習番組)

団体投影
(学習番組)

それいけ!アンパンマン
～星の色と空の色～

美しき地球
～ベラガイア～

10：00

11：00

13：00

14：00

15：00

16：00

ほしぞらさんぽ
夏の星座

それいけ!アンパンマン
～星の色と空の色～

かいけつゾロリ
～おうごんの星
をさがせ編～

美しき地球
～ベラガイア～

かいけつゾロリ
～ちきゅうを
めざせ編～

美しき地球
～ベラガイア～

16：00

(土・日・祝
※お盆期間)

●7/21(金)～8/31(木)まで ※お盆期間 8/11(金・祝)～8/16(水)

２
Ｆ

10：00

11：00

13：00

14：00

15：00

かいけつゾロリ
ほしぞらさんぽ それいけ!アンパンマン
名探偵コナン
探偵コナン
～おうごんの星を
夏の星座
探偵たちの星月夜
～星の色と空の色～ 探偵たちの星月夜
さがせ編～

17：00

美しき地球
～ベラガイア～

君が住む星

☆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。
●ぞうけいコーナー
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 開館時間延長日は 17:30 まで）
■「たなばたリンリン」 7/1(土)～7/7(金)
■「カタカタがっき」 7/8(土)～7/21(金)

●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)

●らくがきコーナー

■「金魚ちゃん☆」 7/22(土)～8/10(木)(おりがみコーナーはお休みです)

プレイルーム

対象：小学生～中学生
時間：9：30～16:00

水性クレヨンでおえかきしよう！

開館時間内いつでもあそべます。 ※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。

■5/27（土）～7/6（木）
ジャングルクライミング、プレイロック、ソフレブロック or モノブロック、ままごとセット、野菜のおもちゃ、乳児絵本など
■7/8（土）～8/31（木）
ウェイブバランス平均台、プレイロック、大型レゴブロック、ままごとセット、布のおもちゃ、乳児絵本など
★お休みする日 7/7 (金) (遊具入替のため)

３
Ｆ

ビデオライブラリー

パソコンルーム

9:30～17:00（受付は 16:30 まで）
開館時間延長日 9:30～18:00（受付は 17:15 まで）

9:30～17:00（受付は 16:30 まで）
開館時間延長日 9:30～18:00（受付は 17:15 まで）

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。

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）

授乳室

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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