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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 ６月号
発行：２０１９年５月1日

イベントピックアップ
5月19日(日) ぐんま母親クラブフェスティバル ～ひかってるね！ おかあさん～
県内で活躍している母親クラブ員が、たのしい人形劇やハンドベル、工作など、日ごろの活動を発表します。
年に一度の楽しいフェスティバルです。ご家族でおこしください。
時

10:00~15:00

間

場

多目的ホール、クラフトルーム、エントランス広場ほか

所

JAZZとHIP-HOPの２つのクラスでダンス教室を行います。

高校生のお兄さんやお姉さんによる「Kawaiiスライムをつ
ろう」や「マシュマロをおおきくしよう」「人口イクラをつ
くろう」「まゆから生糸をつむごう」などを行います。

①10:00~（JAZZ）

時

間

場

所

多目的ホール

①11:00~12:00(受付:11:00~11:45)

対

象

小学生～中学生

②12:30~（HIP-HOP）（各回約90分）

時

間

②13:00~15:00(受付:13:00~14:45)

定

員

各回２０名

場

所

多目的ホール

講

師

SHIN、NODOKA (予定)

対

象

どなたでも(主に親子)

★事前申込：5月1日(水)から

6月23日(日)
劇団アラムニー公演
「ウエストサイドストーリー」

6月30日(日)
ママさんブラスバンド☆おりひめ
「七夕コンサート」

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。

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。
時

間

11:30~12:30

時

間

①13:00~ ②15:00~（各回約60分）

場

所

多目的ホール

場

所

多目的ホール

対

象

どなたでも(未就学児は保護者同伴)

定

員

200名

対

象

定

５才以上

員

各回300名

6月29日(土)

6月22日(土)

子育てママのいきいきタイム
「古代米でおにぎり」

和菓子作り「本格水ようかんを作ろう！
～寒天はどうして固まるの？～」
食
育
月
間

どなたでも

象

６月15日(土)
こどもの国ダンス教室 ～Let’s Dance～

６月２日(日)
「樹徳高等学校理科部による
Kawaii スライムをつくろう☆etc.」

こ
ど
も
わ
く
わ
く
劇
場

対

和菓子作りをとおして日本の伝統にふれてみよう。また、実際
に水ようかんを作って、寒天の秘密を探ってみるよ！
時

間

①10:30~12:00

場

所

研修室

対

定

員

各回12名

参 加 費

②13:30~15:00
象

小３～中学生
500円

持 ち 物

エプロン、バンダナ

講

金子浩子氏(キッチンの科学プロジェクト)

師

古代米の種類や育て方、日本の食についてお話を聞いた後、実際に
おにぎりを作って試食します。古代米の稲は持ち帰りができます。

★事前申込：5月11日(土)から

ぐんまこどもの国児童会館

時

間

10:30~12:00

対

象

定

員

持 ち 物

参 加 費
子育て中の親と子
(３才～中学生)
15組
エプロン、バンダナ、飲み物

講

星野雅範氏(そらのほし農園)

師

場

第１研修室

所

200円以内

★事前申込：5月31日(金)から

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。
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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

対象／定員／申込
小学生～中学生
(小３以下は、保護者同伴)
30名、★受付中(～5/25(土)）
参加費：600円以内
講師：サイエンスインストラクターの会

１(土)

おもしろ科学教室
「カラフル海ほたるをぐるぐる回してみよう」

２(日)

科学工作「樹徳高等学校理科部によるkawaii
※詳細はイベントピックアップをご覧ください
スライムをつくろう☆etc.」
マジック＆腹話術ショー
どなたでも(未就学児は､保護者同伴)
研修室

２つの液の化学反応でプチプチの「海ほたる」をつくっ
てみよう！

(受付：13:20~)

約１０0名
出演：児童会館ボランティア

公園
(荒天時は第２研修室)
10:30~11:30(適宜解散)

乳幼児と保護者
20組

多目的ホール
①10:30~12:00
②14:00~15:30
(受付:各回10分前~)

どなたでも
(未就学児は、保護者同伴)
3０0名

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

子育て相談室

保健室
1人目：13:30~
2人目：14:10~
3人目：14:50~

13:30~14:15

当館登録ボランティアによる楽しい手品や腹話術けん
ちゃんとのゆかいなお話などのショーです。

7(金)

９(日)

にこにこサロン～シャボン玉～
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。

メイキングシネマ
手作りアニメーション＆映画上映会！
「わくわく映像教室」で制作したこまどりにこっとちゃ
んアニメとディズニーアニメの上映会です。

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。

15(土)

こどもの国ダンス教室
～Let’s Dance～

第1研修室
9:30~11:30
(時間中随時受付)

こわれたおもちゃを当館登録ボランティアの先生が
直します。

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)

和菓子作り体験「本格水ようかんを作ろう！
～寒天はどうして固まるの？～」

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)

幼児～中学生
(未就学児は保護者同伴)

※詳細はイベントピックアップをご覧ください

プチサイエンスショー
｢はらはらドキドキ風船実験｣
23(日)

(群馬県立女子大学教授・公認心理師・
臨床発達心理士)

ドクター:児童会館ボランティア

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～｣
22(土)

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

※詳細はイベントピックアップをご覧ください

おもちゃの病院
16(日)

研修室
９:45~12:00
(受付：9:30~)

ハイビジョンシアター
①13:30~14:00
②15:00~15:30

その風船は、われる？われない？はらはらドキドキ
風船を使った実験ショー！

どなたでも（未就学児は保護者同伴)
各回40名、立ち見可

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」
29(土)

子育てママのいきいきタイム
「古代米でおにぎり」

30(日)

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」

※詳細はイベントピックアップを
ご覧ください

－２－

★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。

のもよおし
開催日

プログラム名／内容

会場／時間

にこにこサロン
５(金)

第２研修室
10:30~11:30

手遊びや親子あそび、歌、パネルシアターなどを
みんなで楽しみましょう。

笹舟流し
６(土)

笹の葉さらさら、七夕にちなんで、笹の葉で「笹舟」
をつくって流してみよう。

子育てサロン こどもの国
10(水)

13(土)

19(金)

(荒天時は中止）

第2研修室
10:30~11:30

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。

おもしろ科学教室
「一弦ギターを作ろう」
弦(げん)が一本のギターを作って、音の正体や音の高さ
のかえ方の秘密をときあかそう。

研修室
９:45~12:00
(受付：9:30~)

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~

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～｣
27(土)

公園(じゃぶじゃぶ池付近)
①10:30~11:00
②16:00~16:30

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)

おはなしのへやデラックス
当館登録ボランティアがハイビジョンの大きな画面を
使って、楽しい読み聞かせを行います。

スペースシアター

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)

ハイビジョンシアター
①13:30~14:00
②14:30~15:00
(受付：各回10分前~)

対象／定員／申込
乳幼児と保護者
20組

どなたでも
各回50名程度(笹が無くなり次第終了）
共催：金山総合公園

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

小学生～中学生
(小３以下は、保護者同伴)
30名、★6/1(土)～6/30(日)
参加費：500円以内
講師：サイエンスインストラクターの会
5ヶ月～3才の親子各回15組
参加費:100円
※各回入れ替え制
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)

どなたでも
(未就学児は、保護者同伴)
各回約40名
出演：児童会館ボランティア

６月８日からのプラネタリウム番組

幼児番組
こぐま座のティオ～星空だいぼうけん～

こども番組
忍たま乱太郎の宇宙大冒険
withコズミックフロント☆NEXT

★土､日､祝日
★10:00～(約25分)

～月ウサギがクレーターをかけるの段～

★土､日､祝日
★13:00～、15:00～（各回約40分）

主人公ティオが四季の星
座の世界を旅する物語。観
覧する子ども達もティオと
一緒に歌やクイズに参加で
きます。
※ちいさなお子様向けなの
で、四季の星座解説はあり
ません。

おなじみ、乱太郎、しんべヱ、きり丸が宇宙を舞
台に活躍するおはなしです。突然月に連れさられた
山田先生を助けるために、あひるさん宇宙船で後を
追った乱太郎たちを待ちうけるものとは？
忍たまたちの冒険を楽しみながら、月と地球の関
係が分かります。
○その他、スペースシアターの詳細は、裏面をご覧ください

－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
・紙芝居

・児童書 ・マンガ
・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
◆番組の紹介 ※「しまじろう」、「こぐま座のティオ」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
(約25分)

イルカの星
(約35分)

忍たま乱太郎

ダイナソーDX

こぐま座のティオ

クレヨンしんちゃん

パタゴニア･巨大恐竜の謎

星空だいぼうけん

星空と学校の七不思議だゾ！

(約35分) ※6/2(日)まで

宇宙大冒険～月ウサギがクレー
ターをかけるの段～

(約25分) ※6/8(土)から

(約40分) ※6/2(日)まで

(約40分) ※6/8(土)から

◆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

ダイナソーDX

クレヨンしんちゃん

※6/2(日)まで

※6/2(日)まで

２
F

クレヨンしんちゃん
※6/2(日)まで

イルカの星

しまじろう

16:00

イルカの星

こぐま座のティオ

忍たま乱太郎

忍たま乱太郎

※6/8(土)から

※6/8(土)から

※6/8(土)から

☆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)
※材料配布は16:30まで

■5/9(木)～5/31(金)につくれる工作
「文具スタンド」
■6/1(土)～６/23(日)につくれる工作
「ピザ♡Pizza」
■6/25(火)～7/7(日)につくれる工作
「キラキラ風鈴」

◆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）
◆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)
■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
■7/13(土)～9/ 5(木) S字平均台、マット、ぶらぶら橋、ブロックモデュール、大型レゴブロック
ぼ く ら の 街 づ く り 、おままごとセット、タイニートット、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：7/12(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)

３
F

(受付は16:30まで)

【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
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