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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 ４月号
発行：２０２０年３月1日

イベントピックアップ
ぐんまこどもの国児童会館は、新型コロナウィルス感染拡大予防のため、

３月3日(火)～26日(木)の期間中、臨時休館いたします。

おしらせ

なお、臨時休館期間に予定していた各種イベントも中止させていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。
わ

３月27日(金)～4月6日(月･祝) 春のこどもの国フェスティバル『輪ールドスポーツ2020』
アメリカ発祥のホッケーや､ヨーロッパ発祥のボッチャなど､
世界中の様々なスポーツで 元気いっぱい体を動かしてあそぼう!
時

間

対

象

場
所
10:00~16:30
多目的ホール
どなたでも(未就学児は保護者同伴)

4月11日(土) 科学工作「紙皿ひこうき」をつくろう

4月12日(日) 自転車紙芝居

紙皿と洗濯ばさみでひこうきをつくります。
できあがったひこうきでどこまで遠くに飛ばせるか競争するよ！
時

間

場

所

対

象

定

員

昔ながらの紙芝居つき自転車で、
楽しい紙芝居を上演します。

①10:30~11:30 ②13:30~14:30(受付は各回10分前~)
第1研修室
年長児～小学生(小3以下は保護者同伴)
各回20名

時

間

場

所

対

象

①11:30~12:00
②14:00~14:30
公園・わんぱく広場
どなたでも(未就学児は保護者同伴)

◆ゴールデンウィーク期間中のイベント◆
4月25日(土)～5月10日(日)「ダンボールゆうえんち」
多目的ホールに大きなダンボール迷路「ダンボールダンジョン」が登場します。
謎を解きながら迷路から脱出しよう！
また、ダンボール素材のシーソー、すべり台、バランスブリッジなどでも遊べます。
時

間

9:30~16:30

場

所

多目的ホール

4月25日(土)・26日(日) ・29日(水･祝)
5月 3日(日)・4日(月･祝)・ 5日(火･祝)
みんなでつくろう!

おりがみうろこのこいのぼり

白いこいのぼりに、おりがみで折った「かぶと」を
うろこに見立ててはりつけていきます。
6匹全部できるかな？みんなの参加をお待ちしてます！
時

間

対

象

場
所
9:30~16:30
多目的ホール
子ども(未就学児は保護者同伴)

対

どなたでも(未就学児は保護者同伴)

象

4月25日(土) あそぼうタイム

～森のたからさがし～

公園を歩いて、自然から贈られた色々なたからものを
さがしてみよう！
時

間

場

所

対

象

定

員

①10:00~11:30
②14:00~15:30
(受付は各回20分前~)
公園・野鳥観察小屋周辺 ※荒天時は研修室
（受付は、公園・かくれんぼの丘）
①就学前の親子
②小学生以上の子ども
①60名
②30名

4月29日(水･祝) 昔あそびチャレンジ～ベーゴマであそぼう～
ベーゴマ名人に回し方を教わろう。回せるようになったら、名人に挑戦してみよう！
時

間

対

象

ぐんまこどもの国児童会館

10:00~12:00、13:00～16:00
どなたでも(未就学児は保護者同伴)
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。
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用
－１－

児童会館入口・ピロティ
栗崎総一郎氏(栗崎鋳工所)

場

所

講

師
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のもよおし
開催日

プログラム名／内容

会場／時間

3/27( ) ♥春のこどもの国フェステバル
～
『輪ールドスポーツ2020』♥
わ
4/6(月)

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。

3/27( ) クラフトルーム作品展
2階フロア
～
今までクラフトルームで生み出された、様々な作品を 9:30~17:00
4/26( ) 展示します！なつかしい作品があるかも♪

4(土)

パソコン工房｢お名前シール｣
新学期の必需品､お名前シールを作ります。(1人､1枚)

子育てサロン こどもの国

パソコンルーム
9:30~11:00

幼児～中学生(未就学児は保護者同伴)

(10:45まで随時受付)

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。

第2研修室
10:30~11:30
(受付は10:20~)

11(土)

科学工作「紙皿ひこうき｣をつくろう

※詳細はイベントピックアップをご覧ください。

12(日)

自転車紙芝居

※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:ﾋﾞﾃﾞｵﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑｶｳﾝﾀｰ
実施会場:クラフトルーム 5ヶ月～3歳の親子、45組
9:30~11:00
参加費:100円
(時間中随時受付)

8(水)

17(金)

色紙に手形をとって、メッセージをかきます。
ひとつひとつ大きくなる記念に思い出を残してね。

1家族2個(小学生以下の子どもが使うおもちゃ)

おもちゃの病院
19(日)

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。

にこにこサロン
22(水)

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。

子育て相談室
24(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。

～星空観察～こどもの国スターフレンド
「金星と細い月」
25(土)

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

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

第1研修室
9:30~11:30
(時間中随時受付)

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
第2研修室
10:30~11:00
(受付は10:20~)
保健室
1人目：13:30~
2人目：14:10~
3人目：14:50~
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
(受付は18:15~)

乳幼児と保護者
20組
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)

どなたでも(中学生以下は保護者同伴)
50名
★4/1(水)～（事前申込をされた方に
は当日の受付方法についての案内を
お渡ししますのでご確認ください）
共催:金山総合公園

◆ゴールデンウィーク期間中のイベント◆

4/25(土)
～
｢ダンボールゆうえんち」
5/10(日)
４/25(土)
26(日)
29(水･祝)
５/ 3(日)
4(月･祝)
5(火･祝)

みんなでつくろう！
おりがみうろこのこいのぼり

25(土)

あそぼうタイム～森のたからさがし～

29(水)

昔あそびチャレンジ
～ベーゴマであそぼう！～

ボ
募ラ
集ン
テ
！ィ
ア

対

象

説 明 会

高校生以上
４月19日(日)
10:00~11:30
第1研修室

※詳細は
イベントピックアップを
ご覧ください。

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)
自分の特技や活動意欲を活かしてみませんか。
昨年度は約90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4月19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－

★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

対象／定員／申込

◆ゴールデンウィーク期間中のイベント◆

4/25(土)
～
｢ダンボールゆうえんち」
5/10(日)
4/ 25(土)
26(日)
29(水･祝)
5/ 3(日)
4(月･祝)
5(火･祝)

※詳細はイベントピックアップを
ご覧ください。

みんなでつくろう！
おりがみうろこのこいのぼり

ぐんまちゃん･にこっとちゃんと写真をとろう！
2(土)

「ぐんまちゃん」と「にこっとちゃん」と一緒に
写真をとろう！

チャレンジクラフト「白磁やきもの体験」
白磁(はくじ)のお皿やカップに、好きな形に切った
転写紙を貼り付けて焼きあげます。
（焼きあげは後日行います）

3(日)

6(水)

9(土)

こどもわくわく劇場
「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。

昔あそびチャレンジ
～けん玉、コマであそぼう！～
はじめての人、大歓迎！
けん玉やコマ回しに挑戦してみよう！

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)

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。

どなたでも(未就学児は保護者同伴)
出演:TMCワイルド

パソコンルーム
9:30~11:00

保健室
1人目：13:30~
2人目：14:10~
3人目：14:50~

科学工作「とことこ動くおもちゃ」をつくろう
紙コップを使って、ゴムの力で動くおもちゃを
つくります。

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！

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。

27(水)

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(未就学児は保護者同伴)
教えてくれる人：当館登録ボランティア

幼児～中学生
(未就学児は保護者同伴)

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

受付:ﾋﾞﾃﾞｵﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑｶｳﾝﾀｰ
実施会場:クラフトルーム 5ヶ月～3歳の親子、45組
9:30~11:00
参加費:100円
(時間中随時受付)

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。

24(日)

幼児～18歳(幼児はさみが使えること、
小3以下は保護者同伴)
各回30名、参加費:300円
受取期間：6/2(火)~6/30(火)

第2研修室
10:30~11:30
(受付は10:20~)

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。

子育て相談室

23(土)

第1研修室
①10:30~11:30
②14:00~15:00
（受付は各回15分前~）

(時間中随時受付)

おたんじょうてがた
「どれくらい大きくなったかな」
15(金)

どなたでも(未就学児は保護者同伴)
各回20組

児童会館入口･ピロティ
10:00～12:00
13:00～16:00

子育てサロン こどもの国
13(水)

からくり時計前
(荒天時:館内)
11:00~/14:00~/15:00~

看護学部実習指導教員・保健師・助産師)

第1研修室
①10:30~12:00
②13:30~15:00
(各回､時間中随時受付)

年長児～小学生
(小3以下は保護者同伴)
各回30名

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(未就学児は保護者同伴)
※荒天時は中止

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

おやこプラネタリウム
「こぐま座のティオ～星空だいぼうけん～」 スペースシアター
乳幼児の初めてのプラネタリウムを応援します！普段
より少し明るくして星や星座を投影します。「こぐま座
のティオ」は､子ども達も参加して楽しめる番組です。

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

11:00~11:30
(受付は10:50~)

－3－

乳幼児の親子
30組

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 ※「忍たま乱太郎」､「君と見る流れ星」は、本編上映前に季節の星座解説があります。
こぐま座のティオ
星空だいぼうけん

しまじろうと
たんじょうびのおほしさま

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
～月ウサギがクレーターをかけるの段～

君と見る流れ星
starring 秦基博

(約25分)

(約25分)

(約40分)

(約40分)

◆上映予定時間
平日

土・日・祝
※春休み期間

２
F

※春休み期間：3/27(金)～4/6(月)
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)

しまじろう

君と見る流れ星

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

こぐま座のティオ

しまじろう

忍たま乱太郎

君と見る流れ星

忍たま乱太郎

君と見る流れ星

☆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。

【クラフトルーム】(開館中いつでも工作できます)

◆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)

※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

◆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）

■4/1(水)～4/19(日)につくれる工作
「ストロー弓矢」

(プログラムによりお休みすることがあります)

■4/21(火)～5/6(水)につくれる工作
「かざぐるま こいのぼり」

◆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)

■2/29(土)～4/24(金)

技巧台セット･マット､ブロックモデュール､ソフレブロック､おままごとセット
楽器のおもちゃ､など

■4/25(土)～5/21(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
おままごとセット､乳児絵本

♥ お休みする日：5/22(金)
※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。

【ビデオライブラリー・パソコンルーム】

３
F

(開館中いつでも利用できます) (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)
小学生向きの遊具等で、自由にあそべます。
※遊具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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