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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：９月のもよおし
３ページ：10 月のもよおし
４ページ：９･10 月のおへやだより

9 月 9 日(土)
子育てママのいきいきタイム
「ベビーマッサージ」

9 月 9 日(土)
こども宇宙教室

赤ちゃんの成長を促し、親子の絆を深めるベビーマッサージ。赤ちゃん
とのふれあいを一緒に楽しみましょう。

秋の星座の話やプラネタリウムの星座を使用してブラックホー
ルはどこにあるのか確かめたり、その周辺ではどんなことが起こ
っているのかお話を聞きます。

時
場
定
対

間：①10:00～ / ②11:00～(受付は各回 15 分前から)
所：研修室
員：各回 15 組
象：①2 ヶ月～5 ヶ月 ②6 ヶ月～1 歳未満
（9/9 現在で 2 ヶ月以上 1 歳未満）
講
師：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)
持 ち 物：バスタオルまたは座布団、おむつ、飲み物
事前申込：8/7(月)～

時
間：11:00～11:50
場
所：スペースシアター
定
員：80 名
対
象：どなたでも(お話が聞ける方)
講
師：長谷川 隆 氏(県立ぐんま天文台)
事前申込：8/1(火)～

9 月 16 日(土)～18 日(月・祝)
多目的ホールで行うもよおし
16 日（土）
多目的ホール
ピロティ
10:00～12:00
13:00～15:00

17 日（日）

18 日（月・祝）

★昔遊びにチャレンジ！ ◎夢工房☆ものづくり ♪AYA さんの心を
（竹馬、なわとびなど）
大集合
つなぐミュージック♪
・紙皿で風車作り

・ベーゴマ指導&販売

・ベーゴマ指導&販売

・けん玉遊び&検定

・けん玉遊び&検定

・紙飛行機作り

講師 ベーゴマ指導：栗崎 総一郎 氏(栗崎鋳鋼所)
ものづくり：有限会社マインド
演奏：AYA 氏(ヴァイオリニスト)

★昔遊びにチャレンジ！
9:30～17:00
対象：どなたでも
◎夢工房☆ものづくり大集合
① 床落書き用の大きな黒板作り（午前のみ）
10:00～12:00 対象：どなたでも
② 作った黒板で落書きタイム！ （午後のみ）
13:30～15:30 対象：どなたでも
③ 釘を使わない木工動物作り （午前・午後）
10:00～12:00 / 13:30～15:30
対象：小学生以上（小 2 以下は保護者同伴）
定員：各回 20 人 参加費：300 円
♪AYA さんの心をつなぐミュージック♪
11:00～12:00 / 13:30～14:30
定員：各回 300 名 対象：どなたでも

9 月 23 日(土)

9 月 24 日(日)
がんばれ！！群馬のものづくり
～幻の旅客機「富嶽」(中島飛行機)登場～

館林にある向井千秋記念子ども科学館の方々が来館し、サイエン
スショーを行います。ぜひ、この機会に科学の面白さを感じてみて
ね！児童会館の職員も出演します。
また、10/9(月・祝)には向井千秋記念子ども科学館でも行います！
時間：①11:30～ / ②13:45～ / ③14:45～(各回 30 分)
①③は向井千秋記念子ども科学館
②はぐんまこどもの国児童会館が行います。
場所：多目的ホール 定員：各回 200 名 対象：どなたでも

中島飛行機に残された図面をもとにした、幻の旅客機
「富嶽」のラジコン飛行機などの展示や、飛行船のシミュレ
ーション体験を行います。

スペシャルサイエンスショー
「向井千秋記念子ども科学館＆ぐんまこどもの国
児童会館コラボ DE サイエンスショー」

10 月 1 日(日)
科学講座「紙コップモーターをつくろう！」

時間：10:00～12:00
13:00～15:00
場所：多目的ホール
協賛：夢工場おおた
※画像は昨年度のもの
＜紙飛行機作り＞
時間：10:00～12:00 / 13:00～14:30
（午前の受付は 11:30 まで)
・小学生の部
・幼児の部
定員：50 名
定員：200 名
対象：小学生
(小 2 以下は保護者同伴)
講師：夢工場おおた

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。
時
間：10:30～11:30 / 13:30～14:30
場
所：第 1 研修室
定
員：各回 20 名
対
象：小学生(小 2 以下は保護者同伴)
講
師：石川 博行 氏(元中学校理科教師)
参 加 費：70 円
事前申込：9/2(土)～

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。） 9 月 5 日(火)、6 日(水)は休館します
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

-1-

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
「月と地球と私たちのつながり」

多目的ホール前
9:30～17:00

どなたでも

おはなしのへや～自転車紙芝居～

公園 かくれんぼの丘
13:30～/15:00～

どなたでも

2(土)
～
生まれた直後の月がもたらした激しい地球環境と、そ
10/12(木) れによって生まれた生命、そして現在の地球生命と月
とのつながりを紹介するパネル展示です。
3(日)

9(土)

対象／定員／申込

昔ながらの紙芝居舞台付き自転車で楽しい紙芝
居をします。

子育てママのいきいきタイム
「ベビーマッサージ」
こども宇宙教室
「秋の星空散歩～土星やブラックホール探し～」

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

多目的ホール
こどもわくわく劇場
10(日) ミュージカル劇団アラムニー公演「美女と野獣」 13:00～/15:00～
(各回約 60 分)

どなたでも (未就学児は保護者同伴)
各回 300 名

アラムニーによる本格的ミュージカルをお楽しみください。

おたんじょうてがた「どれくらい大きくなったかな」
12(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。

子育てサロン こどもの国
13(水)

16(土)

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。

23(土)

第 2 研修室
10:30～11:30

多世代交流「遊ぼう☆作ろう☆楽しもう!!」

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。
研修室
10:00～17:00

どなたでも
主催：太田発明協会

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)

スペシャルサイエンスショー
「向井千秋記念子ども科学館＆ぐんまこども
の国児童会館コラボ DE サイエンスショー」

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

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。

第 2 研修室
ボランティアによる手作りの人形劇やペープサート、 14:30～15:10

人形劇で遊ぼう

腹話術を上演します。

24(日)

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

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

子育て相談室
22(金)

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

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～」
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。

16(土)
～
第 39 回太田発明くふう展
18(月・祝) 児童、生徒及び一般社会人の方々の創意工夫を
凝らした発明、考案品を一堂に展示します。
20(水)

受付時間：10:15～11:00
受付 ： ビデオ・パソコンル－ムカウンタ－

どなたでも
約 80 名
出演：児童会館ボランティア

がんばれ！！群馬のものづくり
～幻の旅客機「富嶽」(中島飛行機)登場～ ※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

-2-

開催日
１(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。

科学講座「紙コップモーターをつくろう！」
子育てサロン こどもの国

11(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。

15(日)

群馬県内児童館フェスティバル

17(火)

対象／定員／申込

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

※詳細は下記をご覧ください。

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
受付 ： ビデオ・パソコンル－ムカウンタ－
色紙に手形をとって、メッセージをかきます。ひと
実施場所：第 2 研修室
つひとつ大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～

おはなしのへや
21(土)

22(日)

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。

第 1 研修室
9:30～11:30
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。
（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

公園 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 (雨天時：多目的ホール)
12:00～/14:00～
ヒーローショーです。

どなたでも
出演：TMC ワイルド

こどもわくわく劇場「夢適ヒーロー大集合！」

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
26(木)

28(土)

幼児～小学生
30 名

おもちゃの病院

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！

25(水)

第 2 研修室
14:00～14:40

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。

～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。

公園 かくれんぼの丘
13:30～16:00
(時間中随時参加可)
多目的ホール
10:30～11:30

どなたでも
※雨天・荒天時は中止

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)

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。

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

10 月 15 日(日) 群馬県内児童館フェスティバル

乳幼児と保護者

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。
子どもたちがかつやく！
作りたい！
■南京玉すだれ・竹太鼓の上演とまりつき
■一輪車の演技と乗り方の説明
■こどもの国ダンス部☆発表会
■ジュニアスタッフのパソコン工房

あそびたい！
■お祭り広場 ■あそびの出前 ■フェイスペインティング
■光る！泥だんごの色あそび・忍者学校・紙芝居実演

見たい！
■人形劇「三びきのやぎのがらがらどん」
■身近な材料で出来る工作展 ■影絵
■大道芸人トミー☆のパフォーマンスショー

■保冷剤でアロマ消臭剤を作ろう ■型染めマイバック
■ロケットカップ ■プラバンづくり
■ハートのポプリ ■ハロウィンマント

チャレンジしたい！
■ワークショップ「フローティングボール作り」
■バルーンアート教室
■自然大好きっ子集まれ！芝八君を作ろう
■大声でさけぼう！～児童館の中心で夢をさけぶ～
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
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サイエンスワンダーランド

１
Ｆ

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
★お休みする日 9/7(木)(保守点検のため)

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

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

土・日・祝

２
Ｆ

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)

大人：300 円】

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)

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～
(9/10 まで)

10：00

11：00

13：00

14：00

15：00

16：00

ほしぞらさんぽ
夏の星座
(9/10 まで)
ほしぞらさんぽ
秋の星座
(9/16 から)

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～
(9/10 まで)

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～

☆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。
★お休みする日 9/9(土) 10 時、11 時（宇宙教室実施のため）、9/12(火)～9/15(金)(番組組込のため)、10/3(火)(保守点検のため)

9/12(火)～9/15(金)は 移動プラネタリウム『にこっとドーム』登場！
移動プラネタリウムのドームテントで季節の星空解説等の投影を行います。
時間：①14:30～ ②15:30～（各回約 30 分）
定員：各回約 20 名
観覧料：無料
場所：多目的ホール

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）

■「塗ってでてくる☆秘密の絵」 8/11(金・祝)～8/31(木)

●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)

■「ストローグライダー」 9/1(金)～9/29(金)

●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。 ※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。

■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
★お休みする日 9/1(金)、10/13(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）

9:30～17:00（受付は 16:30 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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