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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：２月のもよおし
３ページ：３月のもよおし
４ページ：２･３月のおへやだより

2 月 3 日(土)

2 月 10 日(土)

おもしろ科学教室
「木登りテントウムシを作ろう」

～星空観察～こどもの国スターフレンド
｢冬の星座を観よう！｣

物が水に浮く力、磁石同士がひきつけあう力を使って、
パイプの「木」を登る「テントウムシ」を作ります。
時
間：9:45～12:00
場
所：第 1 研修室
対
象：小学生～中学生（小 2 以下は保護者同伴）
定
員：30 名
参 加 費：500 円以内
事前申込：12/23(土)～1/27(土)

時
場

間： 晴 18:30～21:00 荒 18:30～19:45
所： 晴 ハイビジョンシアター・公園
荒 ハイビジョンシアターのみ
対
象：どなたでも
定
員：100 名(中学生以下は保護者同伴)
事前申込：1/6(土)～
※お申し込み時に当日の入場・受付方法のご確認を
お願い致します。

2 月 16 日(金)

2 月 17 日(土)

パソコン DE 手作りアルバム作っちゃおう！

児童健全育成講演会 親野 智可等 氏 講演
｢親が楽になれば、子どもが幸せになる｣

スマートフォンやデジタルカメラで撮影した写真をパソコンに取
り込み、お絵かきソフトを使って加工します。
時
間：10:30～12:00
場
所：パソコンルーム
対
象：一般(子育て中の親等)
定
員：8 名(託児 15 名)
事前申込：1/12(金)～
※パソコンとスマートフォン等をつなぐケーブルを
お持ちの方は、ご持参ください。

時
間：14:00～16:00
場
所：多目的ホール
対
象：一般(小学生以上)※未就学児の入場は不可
定
員：300 名(託児 15 名)※託児は未就学児対象
事前申込：1/23(火)～

2 月 18 日(日)

3 月 17 日(土)

「19 日はいただきますの日」

こども観劇会
オペラ「ヘンゼルとグレーテル」

～おしらせ～
学生たちによる食に関するクイズや遊びなどを行います。
上記イベントは、都合により中止となりました。
時代わりに、職員によるイベントを開催します。
間：11:30～12:10/14:00～14:40
（おはしを使える方ならどなたでも参加可）
場●豆つかみゲーム
所：第 2 研修室
●食育ぬりえ
対
象：どなたでも
定時間：11：30～12：10
員：各回 40 名
14：00～14：40
場所：第２研修室

グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」の物語をオペラで
楽しみます。クラシックの名曲の他、劇中に童謡や手遊び
なども盛り込み親子で楽しめます。
時
場
対
定

間：14:00～15:00
所：多目的ホール
象：どなたでも
員：300 名

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）、※2/20(火)は臨時休館日です
冷え込みが厳しい日が続きいますので、公園にお立ち寄りの際は暖かな館内でゆっくりおすごしください。
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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
3(土)

4(日)

10(土)

プログラム名／内容

場所／時間

おもしろ科学教室
「木登りテントウムシを作ろう」

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

物が水に浮く力、磁石同士がひきつけあう力を
使って、パイプの「木」を登る「テントウムシ」を作ります。

こどもわくわく劇場「太田おはなし友の会公演」 多目的ホール
11:00～(約 60 分)

太田おはなし友の会による人形劇や手遊びを行います。

～星空観察～こどもの国スターフレンド
「冬の星座を観よう！」

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。

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

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

子育て相談室
15(木)

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。

パソコン DE 手作りアルバム作っちゃおう！
16(金)

どなたでも
200 名

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

ハイビジョンシアターで解説の後、実際の星空で、
冬の星座を観よう！

子育てサロン こどもの国
14(水)

対象／定員／申込

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

スマートフォンやデジタルカメラで撮影した写真をパソ
コンに取り込み、お絵かきソフトを使って加工します。

児童健全育成講演会 親野 智可等 氏 講演
「親が楽になれば、子どもが幸せになる」
17(土)

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

「まず、親が楽になって、楽しく子育てすることが大切
です」メルマガ大賞の教育・研究部門で 5 年連続第
1 位に輝いた親野先生の講演会です。

「19 日はいただきますの日」
18(日)

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

職員によるイベント（豆つかみゲーム、食育ぬりえ）を開催
いたします。

おやこサロン
21(水)

多目的ホール
10:30～11:30

乳幼児と保護者

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）

第 2 研修室
14:00～14:40

幼児～小学生
30 名

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

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

0～3 歳の親子
各回 15 組
参加費：100 円
※各回入れ替え制です。

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。

パソコン工房
「パソコンクラフト～お名前シール～」
24(土)

パソコンで自分の名前を打ち込んで、名前シールを
印刷します。作品は持ち帰れます。

おはなしのへや
絵本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
25(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。

おたんじょうてがた「どれくらい大きくなったかな」
27(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。

実施場所：第 2 研修室
10:30～/11:00～/11:30～
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開催日
3/1（木）
～3/31
（土）

3(土)

プログラム名／内容

場所／時間

対象／定員／申込

「盲導犬・聴導犬を知ろう！ふれあおう！」

パネル展示:2 階フロア
9:30～17:00

詳しくは次号でご案内します。

ふれあい仲間づくり「とことん外で遊び隊！」

かくれんぼの丘

公園でみんなでいっしょにいっぱい遊んじゃおう！

13:30～16:00
（時間中随時受付）

子どもの外遊び支援者講習会～基礎スキルを獲得しよう～

第 1 研修室
かくれんぼの丘
10:00～16:00

企画展示

子どもにとっての遊びの大切さや遊びに関わる大人の役
割、遊び場の環境設定と危機管理についての講義及び実
践技術で学ぶ講習会を行います。

4(日)
6(火)

子育てママのいきいきタイム
「親子で Let`s チアダンス」

10(土)

2 才～小学校 2 年の親子 20 組 ★1/26（金）～
持ち物・服装…親子共に運動出来る服装、運動
靴、飲み物、タオル、小学女児はアンダーパンツ

こども図書室
11:00～11:30

乳幼児と保護者

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

おはなしのへや（乳幼児向け）
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。

盲導犬・聴導犬ふれあいイベント

多目的ホール

パソコン工房
「パソコンクラフト～お名前シール～」

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）

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)

わくわく映像教室
「こまどり 100 コマアニメを作ろう！」

第 1 研修室
13:30～16：00

小 3～中学生/20 名
参加費:200 円
★2/6（火）～3/13（火）
講師:根本剛氏(東日本デザイン&コンピュータ専門学校)
協力:東日本デザイン&コンピュータ専門学校

パソコンで自分の名前を打ち込んで、名前シールを印刷
します。作品は持ち帰れます。

おやこサロン
14(水)

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
15(木)

17(土)

18 歳以上の外遊びや子どもの育ちに興味のある方

30 名
★1/23（火）～
講師:TOKYO PLAY

多目的ホール
10:30～12:00

大人が楽しむ初心者向けのチアダンスレッスンです。
親子で一緒に体を動かしましょう！

子育てサロン こどもの国
7(水)

どなたでも
※雨天、荒天時は中止

アニメーションの仕組みについてのおはなしを聞いた後、実際に小麦
粘土を使ってクレイアニメを作ってみましょう。完成作品は DVD に収
録します。※DVD のお渡しは後日郵送となります。

詳しくは次号でご案内します。

こども観劇会 オペラ「ヘンゼルとグレーテル」
グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」の物語をオペラで楽し
みます。クラシックの名曲の他、劇中にて童謡や手遊びな
ども盛り込み親子で楽しめます。

おたんじょうてがた「どれくらい大きくなったかな」
20(火)

21(水)

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。

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。
受付時間：10:15～11:00
受付 ： ビデオ・パソコンル－ムカウンタ－

プチサイエンスショー「はらはらドキドキ風船実験」
風船を使ったいろいろな実験を行います。

3/24（土） 春のこどもの国フェスティバル
～4/8（日） 「みんなで楽しくプレイボール！」
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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
※各回入れ替え制です。

ハイビジョンシアター
13:30～/15:00～

どなたでも
各回 40 名

多目的ホール
10:00～16:30

どなたでも

サイエンスワンダーランド

１
Ｆ

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 ・カオ・かお・顔
・インフォメーションロボットアルビーくん 他１４点

こども図書室
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
★お休みする日 2/6(火)、7(水) (棚卸のため)

スペースシアター（プラネタリウム）

プラネタリウム バリアフリー改修工事のお知らせ
1 月 11 日 (木 )より、改 修 工 事 のためプラネタリウムをしばらくお休 み
いたします。上 映 開 始 は 3 月 下 旬 頃 を予 定 しています。
ご不 便 をおかけしますが 、ご理 解 とご協 力 をお願 いいたします。
☆群馬県内プラネタリウム・ぐんま天文台スタンプラリーに参加のみなさまへ
プラネタリウム改修中は 1F インフォメーションにてスタンプが押せます。スタンプラリー台紙をお持ちの方は、スタッフまで
お伝えください。※新規でスタンプラリー台紙のお渡しは行いませんので、ご了承ください。

1/16(火)より 移動プラネタリウム『にこっとドーム』登場！
改修工事期間の平日は、プラネタリウム番組 に代わり、移動プラネタリウム「にこっとドーム」が
登場します。エアドームテントの中で季節の星空解説等の投影を行います。
時間：平日①14:30～ ②15:30～（各回約 30 分）
観覧料：無料
場所：多目的ホール

２
Ｆ

定員：各回 20 名

※土日祝はにこっとドームの投影は行いません。
※お休みする日は 1/26（金）、2/23（金）、3/16（金）です。それ以外にイベント等で投影を行わない場合があります。
詳しい日程はホームページまたはお電話にてお問い合わせください。

クラフトルーム

●ぞうけいコーナー

9:30～17:00（材料配布は 16:30 まで）

自由に工作してみよう！

対象：小学生～中学生 時間：9:30～16:00(1 人 1 時間)

■「鬼おに！パチンコ」
1/16 (火) ～ 2/ 3 (土)
■「ヒューヒューホイッスル」
2/4 (日) ～ 2/ 23 (金)

●おりがみコーナー
カウンターで折り紙がもらえるよ！(１人 2 枚まで)

●らくがきコーナー
水性クレヨンでおえかきしよう※プログラムによりお休みすることがあります。

プレイルーム

いつでもあそべます。
■12/ 9（土）～ 2/ 8（木） ボールプール、プレイロック、レゴブロック、ままごとセット、動物のおもちゃ、乳児絵本など
■ 2/10（土）～ 4/12（木） S 字平均台・マット、プレイロック、ねじブロック、ままごとセット、車のおもちゃ、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 2/9(金) (遊具入替のため)

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）
※2/16（金）はイベント実施のため 9:30～13:00 まで
利用できません。

研修室

３
Ｆ

・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！

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
自由にあそべます。
※おもちゃは定期的に
入れ替わります。

こども相談室

（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
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
群馬県内児童館の情報がご覧になれます。
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ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用

