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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：1 月のもよおし
３ページ：2 月のもよおし
４ページ：1･2 月のおへやだより

こどもの国のお正月 2018
ベーゴマやけん玉、かるたなど昔ながらの遊びのほか、
家族でできるボードゲームなど、楽しい遊びがいっぱい！
その他にも、色々なイベントを行います！

1 月 4 日(木)～8 日(月・祝)
時間：10:00～16:30 場所：多目的ホール
1 月 4 日(木) 「ぐんまちゃん・
にこっとちゃんと写真をとろう！」
時間：11:00～／13:30～
場所：2 階 特設会場(多目的ﾎｰﾙ前)
定員：各回 30 組
※各回 15 分前から整理券配布
(1 家族 1 枚)

1 月 5 日(金),6 日(土)
「ベーゴマで遊ぼう！」

時間：13:00～15:00
(随時参加)
場所：公園わんぱく広場
※荒天時は中止します。

1 月 5 日(金)
ﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾄ「ﾚｻﾞｰｸﾗﾌﾄ体験☆
ｷｰﾎﾙﾀﾞｰをつくろう！」
時間：11:00～12:00／13:30～14:30
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：各回 20 人 参加費：200 円

1 月 6 日(土)「ベーゴマワークショップ」
色ビーズで飾り付け、オリジナルのベーゴマをつくります。

時間：10:00～12:00／13:00～16:00
場所：多目的ホール
講師：栗崎 総一郎 氏
(栗崎鋳工所 佐野市)

1 月 6 日(土)
「大もちつき大会」

1 月 4 日（木）
「はねつき遊びで無病息災！」

時間：10:30～／11:30～／13:30～／14:30～(各回約 30 分)
場所：第 1 研修室 定員：各回 15 名
対象：年長～中学生(小 2 以下は保護者同伴)
参加費：300 円
講師：栗崎 優希 氏(ベーゴマ職人)

もちつき体験

時間：11:00～／14:00～
場所：ピロティ
元気よくおもちをついて
つきたてのおもちを食べよう！ 対象：幼児～小学生
定員：各回 40 名
今年はきなことあんこだよ。
※各回 30 分前から
共催：金山総合公園
整理券配布
ぐんまこどもの国

1 月 7 日（日）
「家族対抗！カルタ大会！」
時間：11:30～／14:00～
場所：第 1 研修室
定員：各回 10 組

1 月 7 日（日）
「ジュニアスタッフのお茶会」

もちの配布
場所：ピロティ
対象：どなたでも
定員：各回 300 名
※つきあがり次第配布
なくなり次第終了

当館のｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌがお点前します。
時間：13:30～／14:30～
場所：多目的ホール
定員：各回 20 名
※各回 10 分前から整理券配布

1 月 8 日（月・祝）「エンジョイ！けん玉 with さざんかけん玉道場」
けん玉のレクリエーション、指導や検定を行います。

1 月 8 日(月・祝)
「新春ししまい公演」

指導・検定：10:00～12:00／13:30～16:00 （レク中は休止）
レクリエーション：12:00～／14:30～ (各回約 30 分)
場所：多目的ホール 対象：5 歳以上
定員：レクリエーション各回 30 名 指導：さざんかけん玉道場

時間：11:00～／13:30～(各回約 60 分)
場所：研修室
出演：太田神楽

1 月 12 日(金)

1 月 21 日(日)

子育てママのいきいきタイム
｢ﾚｻﾞｰｸﾗﾌﾄ体験～ﾏｼﾞｯｸ編みﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ作り～｣

パパと enjoy！

編み込み型ブレスレット作りの体験講座です。

保育者ユニット「しゃぼん玉」による
親子向けの遊びやふれあい遊びな
ど、オリジナルの遊びの公演です。
時間：13:30～14:30
場所：多目的ホール
対象：幼児とその保護者
定員：100 名
出演：保育者ユニット しゃぼん玉

時
間：10:30～12:00
場
所：研修室
対
象：子育て中の親等
定
員：20 名(託児 15 名)
参 加 費：100 円
事前申込：12/8(金)～

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）、年末年始(12/29(金)～1/3(水))
※1/10(水)は臨時休館日です。 2/20(火)は保守休館日です。
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 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用
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★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
4(木)
5(金)

プログラム名／内容

場所／時間

ぐんまちゃん・にこっとちゃんと写真をとろう！
はねつき遊びで無病息災！
チャレンジクラフト
「ﾚｻﾞｰｸﾗﾌﾄ体験☆キーホルダーをつくろう」

こどもの国のお正月 2018

5(金)6(土) ベーゴマで遊ぼう！
6(土)

7(日)

8(月･祝)
12(金)

対象／定員／申込

1 月 4 日(木)～1 月 8 日(月・祝)
会場：多目的ホール 時間：10:00～16:30

ベーゴマワークショップ
大もちつき大会

各お正月イベントの詳細は、1 ページの
イベントピックアップをご覧ください。

ジュニアスタッフのお茶会
家族対抗！カルタ大会！
ｴﾝｼﾞｮｲ！けん玉 with さざんかけん玉道場
新春ししまい公演

子育てママのいきいきタイム「レザークラフ
※詳細はイベントピックアップをご覧ください。
ト体験～マジック編みブレスレット作り～」
プチサイエンスショー「ビリビリ実験」

ハイビジョンシアター
13:30～／15:00～
(各回約 30 分)

どなたでも
各回 40 名

多目的ホール
11:00～/13:30～
(各回約 60 分)

どなたでも
各回 200 名

こども図書室
11:00～11:30

乳幼児と保護者

多目的ホール
10:30～11:30

乳幼児と保護者

18(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。

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)

21(日)

パパと enjoy！
～保育者ﾕﾆｯﾄ｢しゃぼん玉｣のあそびライブ～

※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
受付 ： ビデオ・パソコンル－ムカウンタ－

13(土)

14(日)

きらわれものの静電気。
パチパチビリビリの実験ショーです。

こどもわくわく劇場「お母さん人形劇公演
『ヘンゼルとグレーテル』」
人形劇や楽しい催しがたくさんの、おかあさん達によ
るステキなステージです。

おはなしのへや
16(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などを行います。

おやこサロン
17(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

23(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。

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～」
27(土)

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。

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。

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。

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）
第 2 研修室
14:30～15:10
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どなたでも
80 名
出演：児童会館ボランティア

開催日

3(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」

第 1 研修室
9:45～12:00

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
4(日)

10(土)

～星空観察～こどもの国スターフレンド
「冬の星座を観よう！」

公園
18:30～21:00

どなたでも
100 名（中学生以下は保護者同伴）
★1/6(土)～ ※雨天中止
※お申し込み時に当日の入場・受付方法の
ご確認をお願いいたします。

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)

パソコンルーム
10:30～12:00

子育て中の親等
8 名(託児 15 名)
★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。

多目的ホール
14:00～16:00

一般(小学生以上)
※未就学児の入場は不可
300 名(託児 15 名)
★1/23(火)～

多目的ホール
10:30～11:30

乳幼児と保護者

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。

冬の星座の観望会を行います。

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。
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)

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 公演
「親が楽になれば、子どもが幸せになる」
17(土)

「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。

おやこサロン
21(水)
24(土)

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。

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)

どなたでも
200 名

11:00～(約 60 分)

子育て相談室
15(木)

小学生～中学生(小 2 以下は保護者同伴)
30 名
★12/23(土)～1/27(土)
参加費：500 円以内

太田おはなし友の会による人形劇や手遊びを
行います。

子育てサロン こどもの国
14(水)

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～

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 )から 3 月 下 旬 まで、改 修 工 事 のためプラネタリウムを
お休 みいたします。
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。
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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）【子ども（中学 3 年生まで）：無料 大人：300 円】
プラネタリウムは 1 月 11 日(木)から 3 月下旬までお休みいたします。
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
※冬休み

２
Ｆ

こども番組
◆かいけつゾロリ

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

～おうごんの星を
さがせ編～
(約 35 分)

一般番組
◆「ネイチャーリウム
オーロラの調べ」
(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～

ネイチャーリウム
オーロラの調べ

10：00

11：00

13：00

14：00

15：00

16：00

ほしぞらさんぽ
冬の星座

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～

ネイチャーリウム
オーロラの調べ

かいけつゾロリ
～ちきゅうを
めざせ編～

ネイチャーリウム
オーロラの調べ

※冬休み期間：12/25(月)～1/5(金)
☆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。

1/16(火 )より 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 20 名
観覧料：無料
場所：多目的ホール
※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電話で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

●おりがみコーナー

9:30～17:00（材料配布は 16:30 まで）
■「かざり羽子板」
12/26(火)～ 1/14(日)
■「鬼おに！パチンコ」 1/16(火)～ 2/ 3(土)

自由に工作してみよう！

カウンターで折り紙がもらえるよ！
(１人 2 枚まで)

対象：小学生～中学生
時間：9:30～16:00
(1 人 1 時間)

●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)

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）
※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

・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。

（１Ｆ保健室）

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

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。
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ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用

