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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

インフォメーション ４月号

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

3 月 24 日(土)～4 月 8 日(日)
ぐんま昆虫の森から標本がやってくる！！

4 月 7 日(土)

ハイビジョンシアターにて昆虫映像の上映や、昆虫の標本の
展示を行います。
<映像>
<展示>
時間：①10:00～
時間：9:30～17:00
②11:00～
場所：ハイビジョンシアター前
③13:30～
協力：ぐんま昆虫の森
④14:30～
⑤15:30～
※各回約 50 分
場所：ハイビジョンシアター
定員：各回 40 名

オーロラ愛好家の石川さんのトークショーとプラネタリウム番
組「オーロラの調べ」の上映を行います。
時間：15:00～16:40
場所：スペースシアター
定員：80 名
出演：石川 誠 氏
※当日、プラネタリウム番組
の午後の回の上映はお休
みです。

4 月 28 日(土)
ゴールデンウィーク太田警察署防犯フェスティバル

4 月 21 日(土)
中央情報経理専門学校公演

太田警察署による防犯活動啓発イベントと群馬県警察音
楽隊による子ども向け及び家族向け楽曲の演奏会です。
<防犯活動啓発イベント>
時間：①10:00～12:00
②13:00～15:00
場所：ピロティ
(雨天時は研修室)

保育士を目指す学生が、劇やダンスなどを行います。
時間：13:30～/15:00～
（各回約 60 分）
場所：多目的ホール
対象：どなたでも
定員：各回 200 名

<ファミリーコンサート>
時間：11:00～11:50
場所：野外ステージ

パトカーの乗車体験や
群馬県警察マスコット
上州くん・みやまちゃんも
やってくるよ！

※写真は昨年の様子です。

協力：群馬県太田警察署・群馬県警察本部

4 月 28 日(土)～5 月 13 日(日)
LaQ®パーク in ぐんまこどもの国児童会館
LaQ プールからブロックを取り出し、見本を見ながら作ったり、自分だけのオリ
ジナル作品を作ったりできます。また、会場内には LaQ 大型モデルの展示や
写真撮影スポットもあります。

LaQ®（ラキュー）とは…？
7 種類のパーツをつなげて、いろいろなも
のが作れる不思議なブロックです。

時間：10:00～17:00
（最終入場は 16:30 まで）
場所：多目的ホール

※写真は参考です。 実際とは異なる場合があります。

ぐんまこどもの国児童会館

©YOSHIRITSU CO.,LTD.

公益財団法人 群馬県児童健全育成事業団 https://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）
※4/2（月）は開館いたします。 ※4/10（火）は臨時休館日です。
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用
※休日は駐車場及び周辺道路が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。
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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、当日会場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
3/1(木) 盲導犬・聴導犬を知ろう！ふれあおう！～パネル展示～
～31(土) 盲導犬や聴導犬の活動を紹介します。

4(日)
6(火)
7(水)

公園でみんないっしょにいっぱい遊んじゃおう！

かくれんぼの丘
13:30～／16:00

どなたでも、時間中随時受付、無料
※雨天、荒天時は中止

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、公園
10:00～16:00

対象：18 歳以上でこどもの育ち・外遊びに興味関心のある方
定員：30 名/参加費：無料/★1/23（火）～
講師：(一財)TOKYO PLAY 代表理事 嶋村 仁志 氏 他 1 名

空手道ふれあい教室

多目的ホール
10:00～12:00

対象：小学 1～6 年/定員：30 名/無料
★2/3（土）～
講師：太田市空手道連盟

子育てママのいきいきタイム
「親子で Let’s チアダンス」

多目的ホール
10:30～12:00

※定員になりました。

おはなしのへや（乳幼児向け）

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

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
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・聴導犬を知ろう！ふれあおう！～ふれあいイベント～ 多目的ホール

10(土)

デモンストレーションを交えて盲導犬・聴導犬のお仕事を紹 ◆盲導犬
介します。体験イベントはアイマスクをつけて盲導犬と歩い ①10:30～11:30
たり聴導犬が音の鳴る方へ連れて行ってくれる体験です。 ②13:30～14:30
◆聴導犬
※デモンストレーションの後に体験イベントを行います。
①11:30～12:30
出演：公益財団法人 東日本盲導犬協会
②14:30～15:30
一般財団法人 日本聴導犬推進会

パソコン工房「パソコンクラフト～お名前シール～」

第 1 研修室
①11:00～12:00
②13:30～14:30

5 歳～中学生
（小 2 以下は保護者同伴）
各回 20 組

わんぱく広場
10:00～12:00
（受付：9:30～）

※定員になりました。

第 2 研修室
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 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)

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

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
際にクレイアニメを作ります。完成したアニメは DVD に収録
し、後日郵送いたします。

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

こども観劇会 オペラ「ヘンゼルとグレーテル」

多目的ホール
14:00～15:00

ガムテープ芯とクリアファイルを利用して、たいこをつくりま
す。つくりおわったらみんなで演奏してみよう。

SUBARU 陸上選手との集い・ふれあい教室
太田市に本拠地を置く、SUBARU 陸上競技部のトップアス
リートの指導のもと、体力・技術の向上を図ると共にスポー
ツの魅力を体験してもらいます。

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
15(木)

17(土)

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。

みんなであそぼう！ボランティア祭り
18(日)

当館登録のボランティアさんが協力し合い、特技を活かし
た楽しい催しものを行います。

ピロティ、第 1・2 研修室、
多目的ホール
9:45～15:00
（12:00～13:00 はお休み）

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－
20(火)

<体験イベント>
対象：小学 3 年生～高校生
定員：盲導犬 各回 10 名
聴導犬 各回 5 名程度
（各回 10 分前から整理券配布します）
幼児～中学生
（6 歳以下は保護者同伴）

チャレンジクラフト「たいこをつくろう♪」

14(水)

<デモンストレーション>
対象：どなたでも/定員：見学 各回 100 名

パソコンルーム
10:00～11:30
（時間中随時受付）

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。

11(日)

対象／定員／申込
どなたでも
※最終日は 15:00 まで

ふれあい仲間づくり「とことん外で遊び隊！」
3(土)

会場／時間
2Ｆフロア
9:30～17:00

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。
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１０：１５～１１：００
実施会場：第 2 研修室

10:30～/11:00～/11:30～

対象：どなたでも/定員：300 名
出演：當間遥子氏（ｿﾌﾟﾗﾉ）、池羽由氏（ｿﾌﾟﾗ
ﾉ）、市川泰明氏（ﾃﾉｰﾙ）、月野佳奈氏（ﾋﾟｱﾉ）
対象：どなたでも
※多目的ホールで 13:15～開催の「ホバー
クラフトを作ろう」は、受付：13:00～、定
員：15 名
0～3 歳の親子
各回 15 組
参加費：100 円
※各回入れ替え制です。

世界のあそびでいっしょにあそぼう！

多目的ホール
<衣装試着、民族楽器、塗り絵など>
10:30～16:00
<世界のあそびでいっしょにあそぼう！>
①11:00～11:30
②13:00～13:30
③14:30～15:00

<衣装試着、民族楽器、塗り絵など>
対象：どなたでも

ハイビジョンシアター
①13:30～ ②15:00～

対象：どなたでも
定員：各回 40 名

多目的ホール
10:00～17:00
（最終入場：16:30）

どなたでも

「ボール系遊具・スポーツ」をテーマとして、卓球やストラックアウト、ボッチャ、
バスケットのフリースローなどの球技で自由にあそべます。

「ぐんま昆虫の森から標本がやってくる！！」

※詳細はイベントピックアップをご覧ください

宙（SORA）コン

スペースシアター
①13:00～14:00
②15:00～16:00

民族衣装の試着や国旗等のパネルの展示、国旗の塗り
絵や世界のいろいろなあそびを体験できます。

21
(水・祝)

協力:JICA（独立行政法人国際協力機構）
: 太田市国際交流協会
: 大泉町
: 大泉町観光協会

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。

春のこどもの国フェスティバル「みんなで楽しくプレイボール！」
24(土)～
4/8(日)

31(土)

プラネタリウムドームの中で星空と音楽を組み合わせたコン
サートです。一弦ギターでの参加型体験コーナーもありま
す。※当日プラネタリウム番組の上映は終日ありません。

開催日

プログラム名／内容

<世界のあそびでいっしょにあそぼう！>
対象：3 歳～中学生
定員：各回 30 名程度

幼児～大人/各回 150 名/無料/
★2/17（土）～
演奏：岩崎 和弘 氏 他

会場／時間

とことん外であそび隊！

対象／定員／申込

公園でみんなでいっしょにいっぱいあそんじゃおう！

かれんぼの丘
13:30～16:00
（時間中随時受付）

「オーロラ愛好家 石川さんのトークショー＆オーロラの調べ上映」

※詳細はイベントピックアップをご覧ください

子育てサロン こどもの国

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

ハイビジョンシアター
①13:30～ ②15:00～

どなたでも
各回 40 名

こわれたおもちゃをボランティアの先生が直します。
ドクター：児童会館ボランティア

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、部品を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。

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－ 5 ヶ月～3 歳の親子 4 月から対象

20(金)

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
きくなる記念に思い出を残してね。
実施会場：第 2 研修室
10:30～/11:00～/11:30～

21(土)

こどもわくわく劇場「中央情報経理専門学校公演」

※詳細はイベントピックアップをご覧ください

子育て相談室
27(金) 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

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

28(土) ゴールデンウィーク太田警察署防犯フェスティバル

※詳細はイベントピックアップをご覧ください

4/1(日)
7(土)
11(水)
14(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。

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。

おもちゃの病院
15(日)

んか。

どなたでも
※雨天、荒天時時は中止

年齢が変わり
各回 15 組
ます
参加費：100 円
※各回入れ替え制です。

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)

28（土） 折り紙うろこのこいのぼりをつくろう
～30（月） 来館者のみなさんが協力してこいのぼりを制作し、館内に飾ります。

多目的ホール
10:00～17:00
（製作は 16:30 まで）

28（土）～ ゴールデンウィーク企画
5/13（日） 「LaQ®パーク in ぐんまこどもの国児童会館」

※詳細はイベントピックアップをご覧ください

ジュニアスタッフ募集！
対象：新小４～高校生
定員：30 名
★4/1（日）～ 募集開始

どなたでも

年間を通してスタッフの一員として活動してくれるｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌを募集します。
イベントの準備や運営など、自分の得意分野をいかして活躍してみませんか。
興味のあるお友達はぜひ説明会にご参加ください。

説明会を５/２７（日）に開催します。
登録を希望される方は親子で参加してください。
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サイエンスワンダーランド

１
Ｆ

時間中いつでも遊べます

こども図書室
時間中いつでも利用できます。

・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

・絵本
・児童書
・紙芝居 ・育児書

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

・マンガ
・育児雑誌
大人：300 円】

プラネタリウムは 3 月下旬の再開を予定しています。
詳細が決まり次第、HP・ツイッターでお知らせします。
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

２
Ｆ

日

土・日・祝
春休み
期間※

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

幼児番組
◆「こぐま座のティオ」
星空だいぼうけん
(約 25 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

14：00

15：00

16：00

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

ほしぞらさんぽ
春の星座

こぐま座のティオ
星空だいぼうけん

14：30

一般番組
◆「ネイチャーリウムオ
ーロラの調べ」
(約 40 分)

15：30

こぐま座のティオ
星空だいぼうけん

ネイチャーリウム
オーロラの調べ

※春休み期間 3/27(火)～4/6（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。
☆お休みする日…3/31（土）→終日お休み（宙（SORA）コンのため）
4/7（土）→午後の回はお休み（石川さんのトークショーのため）

クラフトルーム
9：30～17：00（材料配布は 16：30 まで）
■「メッセージエッグ」
3/4(日)～3/23(金)

●ぞうけいコーナー 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)
●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

開館時間内はいつでもあそべます。
■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
■4/14（土）～ 5/24（木） ウェイブバランス平均台・レインボーバランスストーン、ブロックモデュール、ボブルス・ぼくらの街
づくり（乗物）、ままごとセット、布のおもちゃ、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 4/13(金) (遊具入れ替えのため)
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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
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）

～群馬県児童館連絡協議会より～

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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