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当館利用方法について
当館では当面の間新型コロナウイルス感染予防対策として、下記の方法で館内をご利用いただいております。
利用方法やイベント内容は状況によって変わります。お越しの際は当館ホームページかお電話でご確認ください。ご不便を
おかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。
○利用時間
○利用人数
○入館方法

平
日

9:30~17:00（時間制限はありません）
館内の滞在者が80名に達した場合、退館者の人数に応じて次の方が入館できます。
1）児童会館入り口で、健康状態申告書に必要事項を記入して受付に提出してください。
2）受付で検温して､ご入館ください。

○利用時間

１回目

混雑回避のため､右記の通り
時間制限を設けています。

土
日
祝
日

･ ･

○利用人数
○入館方法

各回80名

9:30～11:00

２回目

３回目

４回目

11:30～13:00

13:30～15:00

15:30～17:00

1）児童会館入り口で、希望利用時間の健康状態申告書に必要事項をご記入ください。
(この申告書が入館の際の整理券となりますので､なくさないよう入館までお持ちください。)
2）入館時、受付に健康状態申告書を提出してください。
3）受付で検温して､ご入館ください。
※健康状態申告書は、9:30から全回分を児童会館入り口にて配布します。

※37.5℃以上の発熱等がある場合入場できません。 ※館内では乳幼児をのぞき､マスクの着用をお願い致しますので､忘れずにご持参ください。
※入館中はご利用の際のお願い事項を必ずお守りください。

＜館内の利用可能エリア＞
※館内でのお食事は
できません。

１階 サイエンスワンダーランド（一部ご利用いただけない展示装置があります）、ハイビジョンシアター、こども図書室
２階 クラフトルーム、パソコンルーム、ビデオライブラリー、プレイルーム、スペースシアター
３階 授乳室

イベントピックアップ
9月4日(土)スペシャルサイエンスショー
らんま先生のeco実験パフォーマンス～サイエンス×環境問題×楽しい～
らんま先生のたのしい実験パフォーマンスです。水と環境の実験で自然エネルギーのことや、
今話題の海ゴミのことなどわかりやすく学べます。
時
間
場
所
①10:00~11:00
②13:30~14:30 (受付は各回30分前~)
多目的ホール
定
員
どなたでも(未就学児は保護者同伴)※4歳程度から分かる内容
各回100名
対
象
らんま先生（NPO法人eco体験工房代表･環境省認定環境カウンセラー） ★8/4(水)9:00~
出
演

思い出の写真撮影イベント
9月10日(金) 子育てママのいきいきタイム
「スマホで笑顔をパシャリ！」

9月19日(日) 家族でスマイルプロジェクト
～記念写真をとろう♪～

スマートフォンでの撮影のコツを教えてもらい、かわい
い我が子の撮影に挑戦してみませんか? 講師にも一枚
撮影してもらえます。後日､データを送信します。
時

間

対

象

定

員

そ の 他
講

師

あなたの家族の記念写真をプロのカメラマンが撮影します。
撮影は室内で行います。撮影した写真の中からお気に入りの
一枚を選んでください。後日､データを送信します。

場
所
10:00~11:30
多目的ホール
子育て中の母親と子ども(未就学児)
参 加 費
10組
500円
スマートフォン､お気に入りの物 ※服装は自由
キラ ユキエ氏(フォトグラファー・イラストレーター)
★8/6(金)9:00~

ぐんまこどもの国児童会館

時

間

場

所

10:00~11:00、11:30~12:30、14:00~15:00
15:30~16:30 (各回終了15分前まで随時受付)
研修室

対

象

どなたでも(家族以外も可)

そ の 他
撮

影

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
※休日は駐車場及び周辺道路が混み合います。
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－

定

員

各回10組

アイテム持参可 ※服装は自由
大川 渉 氏(キッズスマイルプロジェクト代表)
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のもよおし
開催日

入館には健康状態申告書の記入が必要です。各もよおしに参加される方は､時間に余裕を
もってお越しください。 また★事前申込のもよおしは特に場所の記載がない場合､児童会館
入り口ピロティにて受付（各もよおし用の健康状態申告書の記入）を行います。

プログラム名／内容

パソコン工房 「にこっとちゃん
ペーパードールをつくろう！」
4(土)

パソコンで当館オリジナルのペーパークラフト「に
こっとちゃんペーパードール」を印刷します。

スペシャルサイエンスショー
らんま先生のeco実験パフォーマンス
～サイエンス×環境問題×楽しい～

おはなしチロル
8(水)
10(金)

11(土)

12(日)

17(金)

18(土)

※詳細は
表紙･イベントピックアップをご覧ください。

科学工作
「藤岡中央高校理数科F.C.Lab」

多目的ホール
11:30~13:00
14:00~15:00

高校生のお兄さんお姉さんと一緒に、オリジナルゲー
ムやスライム作り、光の万華鏡などを楽しめます！

体験モニター募集 あそぼうタイム
～新聞紙であそぼう♪～
お外に出て、お日さまの光をいっぱいあびて
親子元気に遊びましょう！

おたんじょうてがた
「どれくらい大きくなったかな」
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。

あそぼー広場
「ベーゴマであそぼー！」
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！

がんばれ!！群馬のものづくり
～中島飛行機「富嶽」登場～

あそぼー広場
「けん玉であそぼー！」
けん玉で楽しくあそんでみよう！けん玉検定にも
挑戦できます。大人も子どもも大歓迎！

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。

プラネタリウム特別企画「12星座物語」
25(土)

26(日)

※詳細は表紙･イベントピックアップをご覧ください。

子育てママのいきいきタイム
「スマホで笑顔をパシャリ！｣

中島飛行機に残された図面をもとに製作した、幻
の「富嶽」のラジコン飛行機などの展示や､飛行
機のシミュレーション体験を行います。

23
(木･祝)

幼児～中学生
(未就学児は保護者同伴)
※時間により、製作はおうちで行う
場合があります。

研修室
10:30~11:00
(受付:10:20~)

家族でスマイルプロジェクト
～記念写真をとろう♪～
19(日)

パソコンルーム
9:30~11:00
(時間中随時受付)

対象／定員／申込

当館のボランティアが､乳幼児向けの
リズム遊びや絵本の読み聞かせなどを行います。

にこにこサロン
15(水)

会場／時間

季節の星空解説と､お誕生日の星座の番組を投影
します。9月は､いて座･やぎ座･みずがめ座
うお座です。

とことん外であそび隊！
公園でみんなでいっしょにあそんじゃおう！

(入場は各回終了時間の

15分前まで)

乳幼児と保護者
15組
企画運営:当館ボランティア

どなたでも(未就学児は保護者同伴）
※常時､定員は20名とし､
定員を超えた場合は会場内への
入場規制を行います｡

※詳細は3ページ･下段をご覧ください。
公園･かくれんぼの丘
荒天時：研修室
10:30~11:30
(受付:10:20~)

乳幼児と保護者、20組

クラフトルーム
9:30~11:00
(時間中随時受付)

5ヶ月~3歳の親子
30組
参加費:100円

多目的ホール
10:00~11:00
11:30~12:30
13:30~15:00
(時間中随時受付)

どなたでも
(未就学児は保護者同伴)
講師:栗崎 総一郎 氏(栗崎鋳工所)

※詳細は表紙･イベントピックアップをご覧ください。
多目的ホール
[展示ほか]
11:30~12:30
13:30~15:00
(12:30~13:30は閉室)
[紙飛行機製作]
①11:30~12:00
②13:30~14:30

[展示･シミュレーターゲーム･VR･ジャイロ体験ほか]

どなたでも（未就学児は保護者同伴）
各回40名（退場者があり次第､随時定員
まで受け入れ)
[紙飛行機製作]
小学生(小2以下は保護者同伴)
①は10名 ②は15名

多目的ホール
10:00~11:00
11:30~12:30
13:30~15:00
15:30~16:30
(時間中随時受付)

どなたでも
(未就学児は保護者同伴)

第2研修室
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(定員になり次第〆切り)
相談員:額田 直子 氏（上武大学看護学部非常
勤助手・保健師・助産師)

スペースシアター
12:00~12:35
(入場は10分前~）
公園(かくれんぼの丘)
13:30~16:00
(時間中随時受付)
－2－

どなたでも(未就学児は保護者同伴)
70名

どなたでも(未就学児は保護者同伴)
※荒天時は中止

当月が利用制限期間の場合、イベントの内容を変更・中止する場合があります。

のもよおし
開催日

2(土)

6(水)

★印は事前申込です。(お申込は、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。
※特に記載の無いものは先着順です。 ※終了時間は目安です。
※定員がある催し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

パソコン工房
パソコンを使って、持ち帰ることができる作品を
作ります。

にこにこサロン
お外に出て、お日さまの光をいっぱいあびて
親子元気に遊びましょう！

～星空観察～こどもの国スターフレンド

｢細い月と木星と土星｣
9(土)

スペースシアターで月や木星、土星などの天体の解
説を受けた後、公園で観望します。
※望遠鏡を直接のぞく観望はしません。※観望後は
スタッフの指示により解散となります。

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。

パソコンルーム
9:30~11:00
(時間中随時受付)
公園･かくれんぼの丘
荒天時：研修室
10:30~11:30
(受付:10:20~)

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。

15(金)

おたんじょうてがた
「どれくらい大きくなったかな」
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。

子育て相談室
21(木)

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。

自転車紙芝居
24(日)

昔ながらの紙芝居舞台付き
自転車で、楽しい紙芝居を
上演します。

9月12日(日)

体験モニター募集

幼児～中学生
(未就学児は保護者同伴)

乳幼児と保護者、20組

スペースシアター･公園
18:30~20:30
荒天時：スペースシアター
18:30~19:30
(受付は15分前~)

どなたでも(中学生以下は保護者同伴)
30名
その他：来館時に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。お電話の方は当館ホームページでご
確認ください。
共催：金山総合公園ぐんまこどもの国
★9/10(金)9:00~

公園(野外ステージ)
荒天時：多目的ホール
①12:00~13:00
②14:00~15:00

どなたでも
出演:TMCワイルド

第1研修室
9:30~11:30
(時間中随時受付)

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

クラフトルーム
9:30~11:00
(時間中随時受付)

5ヶ月~3歳の親子
30組
参加費:100円

第2研修室
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)

公園･かくれんぼの丘
(荒天時は研修室)
①11:40~12:10
②14:00~14:30

どなたでも(未就学児は保護者同伴)
荒天時:20名

10(日)

おもちゃの病院

対象／定員／申込

あそぼうタイム～新聞紙であそぼう♪～

「新聞紙」をテーマにした当館オリジナルの遊びプログラムを体験しませんか？現在､研究中のプログラムにつき､
体験モニターとして参加してくれる方を大募集します！ぜひ､みなさんのご意見や感想等をお聞かせください。
会場：多目的ホール
時間と対象：①10:30~11:10･･･5歳~小2の親子
②14:00~15:00･･･小学生
(受付は各回15分前~)
定員：各回20名
持ってくるもの：飲み物
その他：動きやすい服装で
※体験モニターにはご協力のお礼として図書カード500円と「にこっとちゃんグッズ」をプレゼント
★8/1(日)9:00～
－3－

おへやだより
※ただ今、各おへやは新型コロナウィルス感染拡大予防対策のため､利用制限を行っております。今後の状況をふまえ､変更いた
しますので､ご利用できるおへやの詳細は､ＨＰでご確認いただくか､お電話でお問い合わせください。

1
F

【サイエンスワンダーランド】(一部ご利用いただけない場合があります） 【こども図書室】
・マジカルステップ ・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

【スペースシアター(プラネタリウム）】
観
覧
方
法

・絵本
・紙芝居

・児童書
・育児書

・マンガ
・育児雑誌

※中学生以下(幼児は保護者同伴)：無料、大人：300円
※利用制限時､各回定員：70名

ただ今､当館は利用制限を行っております。
■平日 9:30からチケットが入手可能です。2階スペースシアター前の券売機にて番組のチケットをご購入してください。
(中学生以下は無料券をお取りください)
■土･日･祝日 希望の上映時間が含まれる当館利用時間(1ページ表紙参照)に入館し、入館後、2階スペースシアター前の
券売機にて番組のチケットをご購入してください｡(中学生以下は無料券をお取りください)
重要）お時間を過ぎると、シアターへの入場はできません。ご注意ください。

◆番組の紹介

※「名探偵コナン」･「ハナビリウム」･「いのちの星の詩」は、本編上映前に季節の星座解説があります。

それいけ！アンパンマン
ちびおおかみと月のふしぎ
(約30分) 9/9(木)まで

新番組
しまじろうと
ながれぼしのねがいごと
(約30分)
9/10(金)から

ハナビリウム
～花火ってなんであるの～
(約40分)
9/12(日)まで

名探偵コナン
～灼熱の銀河鉄道～
(約40分)

新番組
平原綾香 いのちの星の詩
～SPECIAL EDITION～
(約40分)
9/16(木)から

◆上映予定番組

平日

9:40

11:00

13:00

14:30

16:00

団体投影
(学習番組)

団体投影
(学習番組)

団体投影
(学習番組)

アンパンマン 9/9(木)まで

ハナビリウム 9/12(日)まで

しまじろう 9/10(金)から

平原綾香 9/16(木)から

10:30

２
F

土･日･祝日

14:00

16:00
ハナビリウム 9/12(日)まで

アンパンマン 9/5(日)まで
名探偵コナン

しまじろう 9/10(金)から

平原綾香 9/16(木)から

♥お休みする日：9/14(火)･15(水)(新番組組込のため)、9/28(火)(保守点検のため)

♦9/14(火)・15(水)・28(火)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10人 ■観覧料：無料 ■場所：多目的ホール

○「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。
○一般枠で観覧される団体は、入場前に手続きをおこないますので、早めにシアターへお越しください。
○障害者手帳の交付を受けた方､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】※ご利用対象：子ども(未就学児は保護者同伴)
■ 9/2(木)～30(木)につくれる工作「ころんとパズル」
■10/1(金)～31(日)につくれる工作「ハロウィンカチューシャ」
※9/17(金)､10/15(金)は「おたんじょうてがた」開催のため､9:30～11:00の通常利用は人数制限をいたします。
※ぞうけいコーナー､おりがみコーナー､らくがきコーナーは当面ご利用を見合わせております。

【プレイルーム】※ご利用対象：0～6歳の未就学児(保護者同伴)
■乳幼児が遊べる遊具を設置しています。 ※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：9/3(金)(遊具の入れ替えのため)

【ビデオライブラリー】

【パソコンルーム】※ご利用対象：子ども(未就学児は保護者同伴)

※ご利用対象：子ども(未就学児は保護者同伴)

■「パソコンでお絵かきしよう！」 平日のみ(長期休暇をのぞく)
パソコンで描いた絵をプリントできます。（1日につき１人１枚まで）

【研修室】●ただ今､イベント開催時以外ご利用いただけません●

３
F

（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。）

【ふれあい広場】(第1研修室)

【わいわい広場】(第2研修室)

昼食や休憩所、お待ち合わせにどうぞ。

小学生向きの遊具等で自由にあそべます。

●ただ今､ご利用いただけません●

●ただ今､ご利用いただけません●

こども･子育て相談室（1F保健室）

【授乳室】
♥ご利用いただけます♥

【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。

●ただ今､ご利用いただけません●

群馬県内児童館情報
～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。
－４－

