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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 ５月号

２ページ：５月のもよおし
３ページ：６月のもよおし
４ページ：５･６月のおへやだより

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

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。

※写真は参考です。 実際とは異なる場合があります。

4 月 29 日(日) チャレンジクラフト
「おやこでドリームキャッチャーをつくろう」
インディアンのお守りとして知られている「ドリームキャッチャー」
を、テープの芯と毛糸を使って作ります。
時間：10:00～12:00/14:00～16:00
場所：第 1 研修室
対象：小学生を含む親子（小５以上は１人での参加可）
定員：各回 15 組（各回 10 分前より受付、先着順）

©YOSHIRITSU CO.,LTD.

4 月 30 日(月・祝)
ゆうさんの紙芝居パフォーマンス
迫力のある「絵」と「音」で、五感を刺激し、胸ワクワク♪なにが
飛び出すかはお楽しみ♪こどもたちが大騒ぎの楽しいパフォー
マンスショー！
時間：14:00～14:50
対象：どなたでも
場所：研修室
定員：80 名（当日受付、先着順）
出演：ゆうさん、きみちゃん、ひろちゃん

5 月 3 日(木・祝)
ぐんまちゃん・にこっとちゃんと写真をとろう！
群馬県のマスコットキャラクターぐんまちゃん、ぐんまこどもの国
児童会館のマスコットキャラクターにこっとちゃんと一緒に写真
を撮ろう！
時間：11:00～/13:00～/15:00～
場所：公園からくり時計前
対象：どなたでも
定員：各回 20 組（15 分前から整理券を配布します）

5 月 6 日(日)、13 日(日)
LaQ(ラキュー)ハカセのパフォーマンスショー＆LaQ 早つなぎ大会
LaQ の達人ハカセによるモデルの紹介や LaQ をどれだけ長く
つなげられるかをステージ上で競います。
時間：11:00～/13:30～
場所：多目的ホール
<早つなぎ大会>
■11:00～（対象：年中～小学 2 年生）
■13:30～（対象：小学 3 年生～中学生）
定員：各回 30 名
※エントリーは同会場内で各回 10 分前から行います。
※パフォーマンスショーはどなたでもご覧になれます。

ぐんまこどもの国児童会館

5 月 4 日(金・祝) 夢適ヒーロー大集合！
県内で活躍しているアクションチームによる、
楽しいヒーローショーです。
時間：12:30～/14:00～（各回約 60 分）
場所：野外ステージ
対象：どなたでも
出演：TMC ワイルド
※雨天時は研修室で行います。

5 月 12 日(土)
ベーゴマであそぼう！
ベーゴマ名人に回し方を教わったり、
名人とベーゴマ勝負ができます。
時間：10:00～12:00/13:00～15:00
（時間中随時受付）
場所：ピロティ
対象：どなたでも
講師：栗崎 総一郎氏（栗崎鋳鋼所）

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）
※6/12（火）は保守休館日です。
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

会場／時間

対象／定員／申込

4/28（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」
3(木・祝) ぐんまちゃん・にこっとちゃんと写真をとろう！

※詳細はイベントピックアップをご覧ください

こどもわくわく劇場
「夢適ヒーロー大集合！」
6(日) ＬａＱ（ラキュー）ハカセのパフォーマンス
13（日） ショー＆ＬａＱ早つなぎ大会
8(火) おはなしのへや（乳幼児向け）

4(金・祝)

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。

9(水)

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。

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－
11(金)
12(土)

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。

ベーゴマであそぼう！

※詳細はイベントピックアップをご覧ください

10:30～/11:00～/11:30～

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

子育て相談室
18(金)

第 2 研修室
14:30～15:10

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。

26(土)

5 ヶ月～3 歳の親子 4 月から対象
年齢が変わり
各回 15 組
ました
参加費：100 円
※各回入れ替え制です。

１０：１５～１１：００
実施会場：第 2 研修室

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
「木星を観よう！」

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

スペースシアターで解説の後、実際の星空で星座を観よ
う！観望後は解散となります。

ぐんまこどもの国児童会館のツイッターをフォローしてくれている方を対象に、
LaQ ブロックキット（非売品）をプレゼントさせていただきます！（1 アカウントにつき 1 個）
日にち：4 月 29 日（日）
配布時間：10:00～11:30/15:30～16:30
配布及び確認場所：多目的ホール
配布数：100 個限定（先着順）

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)
どなたでも、60 名
出演：児童会館ボランティア
どなたでも
100 名（中学生以下は保護者同伴）
★4/7(土)～（事前申込をされた方には、当日
の受付方法等についての案内をお渡ししますの
でご確認ください）
※当日の受付は 18:15 から行います。

<対象>
・Twitter アカウントをお持ちであること。
・ぐんまこどもの国児童会館【公式】Twitter アカウント
「＠nicottochan5」をフォローしていること。
<方法>
・「＠nicottochan5」をフォローしてください。
・フォロー中の画面を会場内特設ブースにいる
スタッフに提示してください。

ツイッター

～稲作体験「こどもの国の米つくり隊」のお知らせ～
ぐんまこどもの国でお米を作ります。親子で一緒にお米作り体験をしましょう！全 6 回の通年イベントです。
半年を通して参加できる方の募集を行います。
第 1 回：5 月 13 日（日）
：13:30～（約 2 時間）
：ふれあい工房ホール
：小学生の親子
：親子で 60 名
：事前申込（4/1(日)～）
：無料

詳細やお申込みはぐんまこどもの国管理事務所まで
TEL：0276-22-1448
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開催日
2(土)

プログラム名／内容

会場／時間

おもしろ科学教室
「不思議アートのぞき箱を作ろう」

研修室
9:45～12:00

こども図書室
11:00～11:30

乳幼児と保護者

自分だけのオリジナル箱型万華鏡を作ってみましょう！

5(火)

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。

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－
8(金)

13(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。

１０：１５～１１：００
実施会場：第 2 研修室

10:30～/11:00～/11:30～

5 ヶ月～3 歳の親子 4 月から対象
年齢が変わり
各回 15 組
ました
参加費：100 円
※各回入れ替え制です。

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

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 氏
(群馬県立女子大学教授、臨床発達心理士)
5 才以上、各回 300 名

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。

子育て相談室
15(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
んか。

こどもわくわく劇場 劇団アラムニー公演
「ウエストサイドストーリー」
17(日)

多目的ホール
13:00～/15:00～
各回約 60 分

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。

おもちゃの病院
こわれたおもちゃをボランティアの先生が直します。

とことん外であそび隊！
公園でみんなでいっしょにいっぱいあそんじゃおう！

24(日)

対象／定員／申込
小学生～中学生（小 1,2 年は保護者同伴）
30 名★4/21（土）～5/24（木）
参加費：500 円以内
講師：サイエンスインストラクターの会

マジック＆腹話術ショー
当館ボランティアによる楽しい手品と腹話術ケンちゃんとの
ゆかいなお話などを行います。

～スペースシアター

昨年までは小学生以上が対象でしたが、
今回は 5 才以上～となりました。

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。
ドクター：児童会館ボランティア

公園（かくれんぼの丘）
13:30～16:00
（時間中随時受付）

どなたでも
※雨天、荒天時時は中止

多目的ホール
13:30～14:15

どなたでも、300 名
出演：児童会館ボランティア

リニューアルのお知らせ～

3/24（土）より、スペースシアターがリニューアルしました！
■リニューアルした特徴①：利用者に優しく、新たな観覧スタイルの提供。
シアター内の前面部をフラット化（マルチスペース化）したことにより、車いす
利用者の方の移動がスムーズにできるようになると共に、スペースを利用し
て寝ころびながらの鑑賞なども行えるようになりました。
■リニューアルした特徴②：安全面の配慮。
シアター内の両サイドに手すりを設置したことにより、幼児や高齢者の方の階段の上り下りが容易になりました。

ジュニアスタッフ説明会開催
日時：5/27（日） 10:00～11:30
場所：第 1 研修室
対象：小４～高校生
定員：30 名
★4/1（日）～ 受付開始（事前申込）

スタッフの一員として一年を通して活動するジ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が主な活動です。
説明会では、昨年度の様子を紹介しながら、活動にあたっての説明
をします。
また、この日に登録の手続きを行いますので、必ず保護者の方とご
参加ください。

～母子会からのお知らせ～
（ぐんまこどもの国児童会館内の売店営業時間変更について）
ぐんまこどもの国児童会館 2 階売店の営業時間が下記の通り変更となりましたのでご連絡いたします。
【変更前】
夏場（ 4 月～9 月）：9:30～16:30
冬場（10 月～3 月）：9:30～16:30

【変更後】
夏場（ 4 月～9 月）：10:00～16:30
冬場（10 月～3 月）：10:30～16:00
※14:00～15:00 までの間は休憩休みとなります。
※夏休み期間中の営業時間については、別途ご連絡いたします。
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サイエンスワンダーランド (開館時間中いつでもあそべます) こども図書室

１
Ｆ

（開館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

・マンガ
・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
プラネタリウムは、４月１０日（水）より、下記の番組上映を行います。
（企画投影や他の都合により予定を変更することがあります）
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

２
Ｆ

5/5（日）は、こどもの日を記念して
大人の方も無料になります！

こども番組
◆かいけつゾロリ

幼児番組
◆「こぐま座のティオ」
星空だいぼうけん
(約 25 分)

～おうごんの星
をさがせ編～
(約 35 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

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

（6 月 3 日（日）まで）

大人：300 円】

～ちきゅうを
めざせ編～
(約 35 分)

14：30

15：30

こぐま座のティオ
星空だいぼうけん

14：00

かいけつゾロリ
～おうごんの星をさがせ編～
（6 月 3 日（日）まで）

一般番組
◆「ネイチャーリウム
オーロラの調べ」
(約 40 分)

ネイチャーリウム
オーロラの調べ

15：00

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～
（6 月 3 日（日）まで）

16：00
ネイチャーリウム
オーロラの調べ

☆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…6/5（火）～6/6（水） （番組入れ替え等のため）

6/5(火)～6/6(水)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 25 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
9：30～17：00（材料配布は 16：30 まで）
■「クルクルこいのぼり」
4/14(土)～5/6(日)

●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（4/14（土）～5/6（日）はお休みします）
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

（開館時間中いつでもあそべます）
■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）、おままごとセット、布のおもちゃ、乳児絵本など
■5/26（土）～ 7/12（木） ミラーセフティキューブ、ブロックモデュール、なかよしシーソー、木馬、おままごとセット、野菜
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) 5/25（金） (遊具入れ替えのため)

ビデオライブラリー

DVD の視聴が、機器の操作を自分で行う

9：30～17：00（受付は 16：30 まで） セルフ方式に変わりました。

３
Ｆ

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。

パソコンルーム
9：30～17：00（受付は 16：30 まで）

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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