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ぐんまこどもの国児童会館
インフォメーション ５月号
発行：平成31年4月1日

イベントピックアップ
♪♪♪ゴールデンウィーク期間中のイベント♪♪♪
4月30日(火･祝)「あそぼうタイム～森のたからさがし～」
公園でネイチャービンゴ(自然の中でおこなうビンゴゲーム)を開催します！
専門の先生のお話を聞きながら、自然に触れる体験をしてみてはいかがですか。
時

間

①10:00~11:30 ②13:30～15:00（各回20分前より受付）

受付場所

公園(かくれんぼの丘周辺)

対

①未就学児と保護者(小学生がいても可) ②小学生以上の子ども(家族の見学可)

象

持 ち 物

実施場所

公園(野鳥観察小屋周辺) ※荒天時は研修室

飲み物、動きやすい服装、運動靴

講

師

定

①60人(保護者含む) ②30人

員

橳島 隼人 氏(あかぎの森の幼稚園理事長･全国体験活動指導者リーダー)

4月27日(土)～5月12日(日)
「みんなでつくろう！でかでかこいのぼり」

「デジタルえほんで広がるせかい展」
えほんのように読み聞かせができて、画用紙やねんどのように
表現ができる、子どもたちのための新しいあそびとまなびの道具
「デジタルえほん」。そんな未来のまなびが、児童会館に大集合！
お気に入りの作品をたくさんみつけてみよう！

みんなに協力してもらいながら、巨大なこいのぼりの骨組みに
うろこのかざりつけをします。どんなこいのぼりになるかは、
みんな次第だよっ！
時

間

10:00~17:00（最終入場は16:30まで）

時

間

10:00~17:00（最終入場は16:30まで）

場

所

多目的ホール

場

所

多目的ホール

象

どなたでも

対

象

どなたでも

対

※写真は過去に開催したときのものです。

5月2日(木)「デジタルえほんで広がるせかい展」～ワークショップ～
【未就学児向け】

【小学生向け】

「いろいろコレクション」
あか､きいろ､オレンジ､あおなどの
いろの友達が大活躍する、
デジタルえほんを読んだら、
絵具をつかって、
いろの不思議をみつけてみましょう。
お気に入りのいろをつくって、
自分だけの、
「いろいろコレクション」をつくろう！

「ポップアップえほんをつくろう」
ページを開くと、絵がとびだす特別なえほんをつくります。
どんなストーリー？どんなキャラクターが登場する？
とびだすしくみを楽しくまなびながら、にぎやかなえほんをつくろう！

時

間

10:30~11:30（受付は10:15～）

場

所

第1研修室

対

象

3才～年長児（保護者同伴）

定

員

20人（よごれても良い服装でお越しください）

講

師

NPO法人 CANVAS

ぐんまこどもの国児童会館

時

間

13:30~15:00（受付は13:15~）

場

所

第1研修室

対

象

小学生～中学生（小2年以下は保護者同伴）

定

員

20人（よごれても良い服装でお越しください）

講

師

NPO法人 CANVAS

公益財団法人 群馬県児童健全育成事業団

〒373-0054 太田市長手町480 TEL：0276-25-0055／FAX：0276-25-0059
https://kodomonokunijidoukaikan.jimdo.com/ Twitter：＠nicottochan5
※開館時間：9:30～17:00（駐車場の閉門時間：17:15）
※休日は駐車場及び周辺道路が大変混み合います。
時間に余裕を持ってお越しください。
※北関東道「太田強戸スマートIC」から児童会館まで約10分です。

5月

休館日
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のもよおし
開催日

★印は事前申込です。(事前申込は、児童会館設置の申込用紙または、お電話で)
★印の無いものは、当日会場までお越しください。
※各催しの終了時間は目安です。
※特に記載の無いものは先着順です。
※日時が変更になることもあります。 ※各催しの詳細はお問い合わせください。
※定員のある催しものは定員になり次第締切とさせていただきます。

プログラム名／内容

会場／時間

4/27(土) ゴールデンウィーク企画
「デジタルえほんで広がるせかい展」
～
5/12(日) 「みんなでつくろう！でかでかこいのぼり」

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

ゴールデンウィーク企画
「デジタルえほんで広がるせかい展」
～ワークショップ～

2(木)

こどもわくわく劇場
「夢適ヒーロー大集合！」

4(土)

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。

にこにこサロン～シャボン玉～
10(金)

簡単な親子あそびを行った後、シャボン玉あそびを
行います。

～星空観察～ こどもの国スターフレンド
「木星を観よう！」

11(土)

スペースシアターで星座の解説を受けた後、
公園に移動して星空を観望します。
観望後はスタッフの指示により解散となります。

ボランティア説明会
12(日)

今年度の登録ボランティアの説明会を開催します。
興味のある方は、ぜひご参加ください。

公園(野外ステージ)
荒天時は研修室
①12:30~13:30
②14:00~15:00

どなたでも
出演:TMCワイルド

公園(かくれんぼの丘)
荒天時はプレイルーム
10:30~11:30(適宜解散)

乳幼児と保護者
20組

スペースシアター･公園
18:30~21:00
荒天時:スペースシアター
18:30~19:30

どなたでも
100名(中学生以下は保護者同伴)
★4/5(金)～(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。

第1研修室
10:00~11:30

高校生以上

おたんじょうてがた
「どれくらい大きくなったかな」

受付:ﾋﾞﾃﾞｵﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑｶｳﾝﾀｰ
10:15~11:00

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。

実施会場:第2研修室
10:30~/11:00~/11:30~

子育て相談室

保健室
1人目：13:30~
2人目：14:10~
3人目：14:50~

17(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。

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～｣
パソコンでいろんな絵をかいてみよう！
作品は印刷して持ち帰れます。(1人/1枚)

パソコンルーム
① 9:30~10:30
②16:00~16:45
(各回終了時間の15分前まで
随時受付)

5ヶ月～3才の親子
各回15組
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(定員になり次第〆切り)
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)

幼児～中学生
(未就学児は保護者同伴)

25(土)
科学工作
｢色がかわるふしぎなこま」をつくろう
こまを回すと表面の模様や色がかわる、
不思議なこまをつくります。

ボランティア募集！
対

象

説 明 会

高校生以上
5月12日(日)
10:00~11:30
第1研修室

第1研修室
10:30～12:00

年長児～小学生
(小2年以下は保護者同伴)

年間を通して登録ボランティアを募集しています。(申込は随時受付中)
自分の特技を活かして活躍してみませんか。
昨年度は約80名の方に登録いただきありがとうございました。
今年度は5月12日(日)に説明会を開催します。興味のある方は、ぜひご参加ください。
※詳しくは児童会館(☎0276-25-0055 ボランティア担当まで)
－２－

のもよおし
開催日

★印は事前申込です。(事前申込は、児童会館設置の申込用紙または、お電話で)
★印の無いものは、当日会場までお越しください。
※各催しの終了時間は目安です。
※特に記載の無いものは先着順です。
※日時が変更になることもあります。 ※各催しの詳細はお問い合わせください。
※定員のある催しものは定員になり次第締切とさせていただきます。

プログラム名／内容

会場／時間

にこにこサロン～シャボン玉～
7(金)

公園(かくれんぼの丘)
荒天時は多目的ホール
10:30~11:30(適宜解散)

乳幼児と保護者
20組

第2研修室
10:30~11:30

乳幼児と保護者
共催:太田子育て支援ﾎﾞ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:ﾋﾞﾃﾞｵﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑｶｳﾝﾀｰ
10:15~11:00

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。

実施会場:第2研修室
10:30~/11:00~/11:30~

5ヶ月～3才の親子
各回15組
参加費:100円
※各回入れ替え制です。

子育て相談室

保健室
1人目：13:30~
2人目：14:10~
3人目：14:50~

簡単な親子あそびを行った後、シャボン玉あそびを
行います。

子育てサロン こどもの国
12(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・おしゃべりなどをしましょう。

14(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。

16(日)

対象／定員／申込

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。

第1研修室
9:30~11:30
(時間中随時受付)

子育て中の親や養育者3名
★受付中(定員になり次第〆切り)
相談員:宮内 洋 氏
(群馬県立女子大学教授・公認心理師・
臨床発達心理士)

1家族2個(小学生以下の子どもが使うおもちゃ)
部品を交換した場合､実費がかかります。
(玉がとび出る､火を使うなど危険をともなう
ものは不可)

ドクター:児童会館ボランティア

22(土)

23(日)

30(日)

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～｣
パソコンでいろんな絵をかいてみよう！
作品は印刷して持ち帰れます。(1人/1枚)

(各回終了時間の15分前まで
随時受付)

こどもわくわく劇場
アラムニー公演｢ウエストサイドストリー」
ミュージカル劇団アラムニーによる、
本格的ミュージカルをお楽しみください。

こどもわくわく劇場
ママさんブラスバンド☆おりひめ
「七夕コンサート」
地域で活動している、ママさんブラスバンドの
コンサートです。

パソコンルーム
① 9:30~10:30
②16:00~16:45

幼児～中学生
(未就学児は保護者同伴)

多目的ホール
①13:00~14:00
②15:00~16:00

5才以上、各回300名

多目的ホール
11:30~12:30

どなたでも、200名

「毎月第1日曜日は『家庭の日』」
群馬県では、毎月第1日曜日を『家庭の日』と定めて

青少年の健全育成のための県民運動を推進しています。
かぞくみんなで
あそびにきてね！

【児童会館のイベント】

5月5日(日)：GW企画「デジタルえほんで広がるせかい展」

－３－

おへやだより
1
F

【サイエンスワンダーランド】(開館中いつでもあそべます)
・マジカルステップ ・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】(開館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)】※中学生以下(幼児は保護者同伴)：無料、大人：300円、定員：152人
★5/5(日)は、こどもの日を記念して、大人も無料になります！！

◆番組の紹介 ※「しまじろう」以外の番組では、本編上映前に季節の星座解説があります。
しまじろうと
たんじょうびのおほしさま

イルカの星
(約35分)

ダイナソーDX
パタゴニア･巨大恐竜の謎

クレヨンしんちゃん
星空と学校の七不思議だゾ！

(約35分) ※6/2(日)まで

(約40分) ※6/2(日)まで

(約25分)

◆上映予定時間
平日

土・日・祝

9:40

11:00

13:00

14:30

15:30

団体投影

団体投影

団体投影

(学習番組)

(学習番組)

(学習番組)

しまじろう

イルカの星

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

クレヨンしんちゃん

イルカの星

クレヨンしんちゃん

ダイナソーDX
※6/2(日)まで

２
F

しまじろう

※6/2(日)まで

※6/2(日)まで

16:00
イルカの星

☆都合により、番組を変更する場合がありますので、最新の情報はホームページでご確認ください。
☆「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をお願いします。
☆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水曜日は「ぐーちょきシニアパスポート」持参でプラネタリウムを観覧した方にオリジナルグッズをプレゼントします。
★お休みする日：6/4(火)～5(水)(番組組込のため)
6/4(火)～5(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人 ■観覧料：無料 ■場所：多目的ホール

【クラフトルーム】(開館中いつでも工作できます)
※ご利用対象：子ども(未就学児は保護者同伴)

◆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時間以内)
◆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）

※材料配布は16:30まで

■4/17(水)～5/6(月)につくれる工作
「こいのぼりポシェット」

◆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】※ご利用対象：0～6才の未就学児

(開館中いつでもあそべます)

■4/13(土)～5/23(木) ウエ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、キングブロック
ボブルス、おままごとセット、布のおもちゃ、乳児絵本など
■5/25(土)～7/11(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：5/24(金) (遊具入れ替えのため)

【ビデオライブラリー・パソコンルーム】(開館中いつでも利用できます)
(受付は16:30まで)

３
F

【研修室】イベントでお部屋を使用しないときは｢ふれあい広場｣｢わいわい広場｣になります。 【授乳室】
【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
～群馬県児童館連絡協議会より～

こども･子育て相談室（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）

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

－４－

