8 月 11 日（月）～15 日(金)
夏休み特別上映
「若田宇宙飛行士、きぼう、こうのとり、宇宙食」
若田宇宙飛行士の宇宙でのミッションの様子や有人宇宙活動を多くの人に
知っていただけるような映像をお届けします。
時間： 9:30～/11:30～/13:30～/15:15～(各回約 90 分上映)
会場： ハイビジョンシアター
定員： 各回 40 名（立ち見可） 映像協力：JAXA、JAXA/NASA

9 月１４ 日（日） プラネタリウムコンサート
「ルロット・オーケストラ～星の歳時記～」
星や宇宙にちなんだ曲の生演奏と星座の紹介や星にまつわるお話し
をします。また、当日の星空解説もあります。

時間： 一部：15:00～(当日受付)
二部：18:00～（★事前申込 8/9(土)～）
会場： スペースシアター
対象： 一部：幼児～(子ども向き・
定員： 各回 170 名
就学児は保護者同伴)
二部：小学生以上
ふ が く

9 月 2１日（日） がんばれ！！群馬のものづくり ～幻の旅客機 富嶽（中島飛行機）登場～
太田市の元エンジニア団体「夢工場おおた」が中島飛行機の残された図面をもとに作成した幻の旅客機「富嶽」の
ラジコン飛行機やソーラープレーインの展示を行います。親子三世代で楽しめます♪
時間： 10:00～15:00 /15:30～ エンジン始動
会場： 多目的ホール/ピロティ(エンジン始動・雨天中止)
協賛： 夢工場おおた
〈紙飛行機作り〉 幼児の部：10:00～11:45／13:00～14:30(時間中随時受付) 先着 200 名
小・中学生の部：①10:00～ ②10;30～ ③11:00～ ④13:00～ ⑤13:30～ ⑥14:00～【150 名（小2 以下は保護者同伴）

＊整理券は 10:00～すべての回の分を配布】
〈紙飛行機飛ばし大会〉 11:30～／14:30～（受付は各 10 分前から行います）
（機体の大きさ 4.12m×2.8m）

こ ど も 劇 場

9月28日（日） ミュージカル劇団アラムニー公演 「美女と野獣」
時間： 13:00～/15:00～ （各回約 70 分）
会場： 多目的ホール 定員： 各回約 300 名

１０月 12 日（日）「こども劇場 夢適ヒーロー大集合!」
時間： 12:00～/14:00～
会場： 公園野外ステージ (雨天時：児童会館 多目的ホール)

10 月 １１日（土）
太工フェア IN こどもの国児童会館
～高校生といっしょにやってTRY！ためしてチャレンジ！～
太田工業高校の生徒が作った作品が大集合。高校生に
教えてもらいながら参加できる楽しいコーナーもあるよ！
時間： 10:00～15:00（開場は 15:30 まで）
会場： 多目的ホール

１０月１９日（日） 群馬県内児童館フェスティバル
○○公園○○
エントランス広場
■お祭り広場
（太田市児童センター・九合・沢野・宝泉・鳥之郷・毛里田・休泊・韮川・強戸児童館）

■泥だんごの色あそび＆紙芝居実演＆忍者学校
（三波川ふるさと児童館「あそびの学校」）
■あそびの出前（伊勢崎市さざんか・きく・あやめ児童館）
■バルーンアート教室（伊勢崎市赤堀・赤堀南・赤堀あさひ児童館）

■ぐんまちゃん、にこっとちゃんと写真を撮ろう！
（参加児童館合同）

■フェイスペインティング（参加児童館合同）
■ごちゃまぜソックス（参加児童館合同）
野外ステージ
■ステージオープニング「オールスターチア」
■一輪車の演技と乗り方の説明（大泉町北児童館）
■南京玉すだれ・竹太鼓の上演とまりつき（伊勢崎市さざんか児童館）
■にこっとちゃんと○×クイズ（参加児童館合同）
■フェイスペインティング（参加児童館合同）

時間： 9：30～16：00

場所： 館内各所・公園

○○２階○○
クラフトルーム
■手ぶくろ人形であそぼう
（高崎市倉賀野・豊岡・井野・群馬・榛名児童館・高崎市児童センター・
箕郷児童センターいずみ）

多目的ホール
■ぴょんぴょんカード

■プラバンづくり

（伊勢崎市境児童センター）

（玉村町立中央児童館）

■ハロウィンかぼちゃ
（伊勢崎市境児童館どんぐり）

■工作「ストラップ」 （館林市児童センター「キャンディ」）
■ワークショップ「マジックスクリーン」（大泉町東・西・南・北児童館）
2Ｆフロア
■リサイクル工作展（10 児童館）
スペースシアター（プラネタリウム）
■ファミリープラネタリウム（ぐんまこどもの国児童会館）

○○３階○○

第 1 研修室
■人形劇団つくしんぼ上演「かにこちゃんとさるどん」
（館林市児童センター）

○○１階○○
ハイビジョンシアター
■影絵（伊勢崎市児童センター）

第 2 研修室
■自然大好きっ子集まれ！サイエンスｉｎﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ
（太田市生品・尾島・綿打・木崎・世良田・藪塚本町児童館）

＊各催し物の詳細は当館へお問い合わせください。なお、天候などにより内容や場所が変更する場合もございます。

ぐんまこどもの国児童会館

公益財団法人 群馬県児童健全育成事業団
ｈｔｔｐ：//www.kodomonokuni.or.jp
〒３７３－００５４
太田市長手町４８０
ＴＥＬ：０２７６-２５-００５５／ＦＡＸ：０２７６-２５-００５９
◆開館時間 ： ９：３０～１７：００
◆休 館 日 ::： 月曜日（祝日の場合は翌日、夏休み中は開館します。詳しくは裏面をご確認ください。）

※休日は駐車場及び周辺道路がたいへん混雑いたします。お時間に余裕を持ってお越しください。

★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
6(土) わくわくワークショップ

「３段小物入れ」
ガムテープの芯の底にカラー工作用紙を貼り、ストローと竹
ひごを使って支柱にし、３段のスライド小物入れを作ります。

9(火) 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。

おはなしひろば（乳幼児向け）
乳幼児向け・保護者向け絵本の読み聞かせや手遊びの後、
図書相談や育児についておしゃべりしましょう。

10(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。

よちよちワーク つくってみよう 0,1,2
～ぽんぽんタンバリン～
紙皿に大豆を入れふたをして、取っ手をつけてできあがり！
たたくと音がするタンバリンを作ります。

13(土) 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～」
パソコン内蔵の「ファミリーペイント」や「プリキュア」、「お絵かきデビュー」
などのソフトを使ってお絵かき作品を作ります。

13(土)
～
15(月)
14(日)
23
(火・祝)
14(日)
★

第 36 回太田発明くふう展

（二部のみ）

星や宇宙にちなんだ曲の生演奏と星座の紹介や星にまつわ
るお話しをします。また、当日の星空解説もあります。

児童・生徒及び一般社会人の方々の創意工夫を凝らした発
明考案品を一堂に展示します。

プチサイエンスショー 空気のすご～い力！
空気や大気圧をテーマにした色々な実験を行います。

プラネタリウムコンサート
「ルロット・オーケストラ～星の歳時記～」

17(水) おやこサロン！！よちよち（1～2 才向き）
手遊び、親子あそび、パネルシアター、歌などでみ～んなが
楽しめます。親子一緒にどうぞ！！

19(金) いきいきママ講座
★
「すっきり収納!！！快適子育て空間づくり」

会場／時間

対象／定員

申込／備考

第１研修室
①10:30～11:30
②14:00～15:00

５才～中３
（小２以下は保護者同伴）
各回 20 名（先着順）

第 2 研修室
10:30～12:00
(受付 11:30 まで)
こども図書室
13:30～14:00

0～3 才の親子
30 組

第 2 研修室
10:30～11:30

乳幼児と保護者

第 2 研修室
13:30～14:30
（時間中随時受付）

0～2 才の親子
30 組

パソコンルーム
①9:30～10:30
②16:00～16:45
（各回 15 分前まで受付）

幼児～中学生
（6 才以下は保護者同伴）

研修室
10:00～17:00
＊13 日は 13:00～

どなたでも

ハイビジョンシアター
13:30～／15:00～
(各回約 30 分)
一部：15:00～
★二部：18:00～

参加費：100 円

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

主催：太田発明協会
どなたでも

多目的ホール
10:30～11:30

一部：幼児～
一部：当日受付
(子ども向き・未就学児
★二部：事前申込
は保護者同伴)
8/9(土)～
★二部：小学生以上
各回 170 名
幼児と保護者
※11:10 以降は自由あそびになります。

10:30～12:00
研修室

子育て中の親 他
受講 20 名 託児 15 名

第 2 研修室
14:00～14:40

幼児～小学生
約 30 名

★8/19(火)～

おもちゃの片付け方法のコツや、子ども（3 才頃～）にどう
いう声かけをしたら片付け嫌いにならないか？などを学び
ます。
講師： 山口 智子 氏 (ハウスキーピング協会)

20(土) おはなしのへや
幼児から小学生向きの絵本や紙芝居の読み聞かせの他、簡
単な工作をします。

21(日) 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たちが治します。

がんばれ！！ぐんまのものづくり
ふ がく

～幻の旅客機富獄（中島飛行機）登場～
太田市の元エンジニア団体「夢工場おおた」が、中島飛行機
の残された図面をもとに作成した幻の旅客機「富嶽」のラジコ
ン飛行機やソーラープレーインの展示を行います。

24(水) おやこサロン！！てくてく（２～３才向き）
手遊び、親子あそび、パネルシアター、歌などでみ～んなが
楽しめます。親子一緒にどうぞ！！

25(木) 子育て相談室
★
子育てに関する悩みや不安、心配等を専門の相談員に話し
てみませんか。自分の抱える悩みの整理と負担感が少しで
も軽減するかもしれません。ご連絡ください。

28(日) こども劇場 ミュージカル劇団アラムニー公演「美女と野獣」
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♪

※家族２個（小学生以下の子どもが使うおもちゃ）
研修室
その他、部品交換した場合実費がかかります。玉がと
10:00～12:00
び出る、火を使うなど危険がともなうものは不可。
（時間中随時受付）
多目的ホール10:00～15:00/ピロティ(エンジン始動15:30～・雨天中止)
〈紙飛行機作り〉幼児の部 10:00～11:45／13:00～14:30(時間中随時受付) 【先着 200 名】
小・中学生の部①10:00～ ②10;30～ ③11:00～ ④13:00～ ⑤13:30～ ⑥14:00～
【150名（小2以下は保護者同伴）＊整理券を10:00～すべての回の分を配布】
〈紙飛行機飛ばし大会〉11:30～／14:30～（受付は各 10 分前から行います）
協賛：夢工場おおた
多目的ホール
幼児と保護者
10:30～11:30
※11:10 以降は自由あそびになります。
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

多目的ホール
①13:00～14:１0
②15:00～16:１0

各回約 300 名

相談員：宮内 洋
（高崎健康福祉大学 人間発達学部准教授、臨床発達心理士）

開催日
プログラム名／内容
1(水) おやこサロン！！はいはい（０～１才向き）
手遊び、親子遊び、歌などをマット敷きのお部屋でおこない
ます。ママ同士のフリートークタイムもあり、児童会館相談員
も参加します。

5(日) おはなしのへやデラックス
ハイビジョンシアターで、絵本や紙芝居の読み聞かせの他、
パネルシアターやエプロンシアターなどを行います。

会場／時間

乳幼児と保護者

ハイビジョンシアター
13:30～／14:30～(約 30 分)

幼児～小学生

7(火) おたんじょうてがた「どれくらい大きくなったかな」 第 2 研修室

参加費：100 円

10:30～12:00
(受付 11:30 まで。時間中随時受付）

おはなしひろば（乳幼児向け）

こども図書室
13:30～14:00

乳幼児と保護者

第 2 研修室
10:30～11:30

乳幼児と保護者

多目的ホール
10:30～15:00
（開場は 15:30 まで）

どなたでも

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

100 名

公園野外ステージ
12:00～／14:00～

※雨天時は多目的ホールで行います。

公園わんぱく広場
11:00～11:30
13:00～13:30
多目的ホール
10:30～11:30

※荒天時はピロティで行います。

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

ハイビジョンシアター
13:30～／15:00～
(各回約 30 分)
館内各所・公園
9:30～16:00

どなたでも

多目的ホール
10:30～11:30

幼児と保護者

研修室
10:00～12:00
13:30～15:30

子育て中の父親

8(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。

11(土) 太工フェア IN こどもの国児童会館

～高校生といっしょにやって TRY！
ためしてチャレンジ！～
太田工業高校の生徒が作った作品が大集合。高校生に教え
てもらいながら参加できる楽しいコーナーもあるよ。

～星空観察～こどもの国スターフレンド
「秋の星座とアンドロメダ銀河を観よう！」
プラネタリウム開で解説の後、実際の星空でアンドロメダ銀
河を観てみよう！観望後は適宜解散となります。

12(日) こども劇場「夢適ヒーロー大集合！」
県内で活躍中のアクションチームによるオリジナルヒーローショ
ーです。

13
自転車紙芝居
(月・祝) 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。

15(水) おやこサロン！！よちよち（1～2 才向き）
手遊び、親子あそび、パネルシアター、歌などでみ～んなが
楽しめます。親子一緒にどうぞ！！

16(木) 子育てなんでも相談室
★
子育てに関する悩みや不安、心配等を専門の相談員に話し
てみませんか。自分の抱える悩みの整理と負担感が少しで
も軽減するかもしれません。ご連絡ください。

18(土) プチサイエンスショー 空気のすご～い力！
26(日) 空気や大気圧をテーマにした色々な実験を行います。
19(日) 群馬県内児童館フェスティバル
群馬県内の児童館の活動の発表や、楽しい催しを行います。

22(水) おやこサロン！！てくてく（２～３才向き）
手遊び、親子あそび、パネルシアター、歌などでみ～んなが楽
しめます。親子一緒にどうぞ！！

25(土) わくわくパパ講座
「おとうさんの腕まくり！！本格そば打ち体験」
★
そばについてのお話を聞いて、講師の試し打ちを見学後、実際に自分でそ
ば打ちを行います。最後はお楽しみの試食タイムもありますよ！
講師： そば処 やしゅうや

26(日) 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たちが治します。

28(火) 群馬県民の日記念
★
こども観劇会 劇団め組公演
（①のみ）

0～3 才の親子
30 組

申込／備考

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。
乳幼児向け・保護者向け絵本の読み聞かせや手遊びの後、
図書相談や育児についておしゃべりしましょう。

★

対象／定員

第２研修室
10:30～11:30

「はだかの王様」
アンデルセンの代表作ともいえる「はだかの王様」。子どもの
純粋な心に感動を与える作品を上演します。ぜひご家族でお
出かけ下さい。

18:30～19:45

研修室
10:00～12:00
（時間中随時受付）
多目的ホール
★①11:00～12:00
②14:00～15:00
（開場：各回 15 分前）

共催：太田子育て支援ボランティアネットワーク

★9/4(木)～

※児童会館が閉館した後、再入館します。
受付は 18:15 から行います。

幼児と保護者
※11:10 以降は自由あそびになります。
相談員：宮内 洋
（高崎健康福祉大学 人間発達学部准教授、臨床発達心理士）

※詳細は表紙をご覧ください。

※11:10 以降は自由あそびになります。

各回 10 名

参加費：2,000 円
★9/25（木）～

持ち物：タオル、エプロン、三角巾
※家族の見学及び試食可。1 人あたり 5 食分打ちま
す。試食は 1 食～2 食分まで。汁の持ち帰り希望の場
合は別途 2 人前（1 合）分で 100 円頂きます。
※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。
★①障がいをお持 ★①事前申込
ちの方・ご家族 9/5（金）～
200 名
②当日受付
②親子・一般
300 名

１ サイエンスワンダーランド 時間中いつでも遊べます
Ｆ ・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 ・インフォメーションロボットアルビーくん
★おやすみする日 9/19（金）（保守点検のため）

こども図書室
時間中いつでも利用できます。
・絵本 ・児童書
・マンガ ・紙芝居
★おやすみする日 9/26（金）（棚おろしのため）

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
特別番組<6.14(土)～H27.3.１（日）>
◆「それいけ！アンパンマン～星の色と空の色～」
（約 25 分）

こども番組<6.14(土)～H27.6.7（日）>

◆「ポケットモンスター XY 宇宙の破片」
(約 35 分)

９：４０

平
日

土
・
日
・
祝

２
Ｆ

１１：００

一般番組<9.7（日）まで>
◆「しょこたんのワンダー-宇宙」
(約 35 分)
<H26.9.13(土）～H27.3.1>
銀河鉄道の夜
(約 40 分

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)

ポケットモンスター
XY 宇宙の破片

１０：００

１１：００

１３：００

１４：００

それいけ！
アンパンマン
～星の色と
空の色～

ポケットモンスター
XY 宇宙の破片

それいけ！
アンパンマン
～星の色と空の色～
（9/7 まで）
銀河鉄道の夜
（9/13 から）

大人：300 円】

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）
＜9/7 まで＞夏の星座
＜9/13 から＞秋の星座

しょこたんの
ワンダー宇宙
（9/7 まで）
銀河鉄道の夜
（9/13 から）

１５：００

ポケットモンスター
XY 宇宙の破片

しょこたんの
ワンダー宇宙
（9/7 まで）
銀河鉄道の夜
（9/13 から）

１６：００
ほしぞらさんぽ
夏の星座
(9/7 まで)

ほしぞらさんぽ
秋の星座
(9/13 から)

※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。
※10/19（日）は児童館フェスティバルの一環で「ファミリープラネタリウム」を行います。
時間： 12:00～12:40
定員： 182 名
※10/28（火)は「群馬県民の日」を記念して、大人の方も観覧料が無料になります。

★おやすみする日 9/9（火）～9/12（金）（番組組み込みのため）、
9/14（日）14:00・15:00・16:00 の回（プラネタリウムコンサートのため）、10/1（水）（保守点検のため）

9/9（火）～12(金)は 2F 多目的ホールに 移動式プラネタリウム『にこっとドーム』登場！
移動式プラネタリウムのドームテントで季節の星空解説と神話アニメの投影を行います。
時間：①14:30～ ②15:30～（各回約 25 分）
定員：約 20 人
観覧料：無料

クラフトルーム

開館時間はいつでも工作できます （材料配布は 16：30 まで）

●ぞうけいコーナー

対象：小学生～中学生
時間：9：30～16:00

■「ころころパック」 9/5(金)～9/28（日）

●おりがみコーナー

■「にこっとマラカス♪」10/1（水）～10/23（木）
★おやすみする日 9/4（木）、9/30（火）(プログラム準備のため)

カウンターで折り紙がもらえるよ！
（一人 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！

プレイルーム

開館時間内いつでもあそべます

■ 9 月 4 日(木)まで
ウェイブバランス平均台、プレイロック、海のいきものあそび、おままごとセット、パズル、乳児絵本など。
■ 9 月 6 日(土)～10 月 16 日(木)
大型レゴブロック、プレイロック、なかよしシーソー、木馬、おままごとセット、布のおもちゃ、乳児絵本など。
■ 10 月 18 日(土)～12 月 11 日(木)
なかよしランド、プレイロック、連結飛び石、おままごとセット、動物パペット系、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。

★おやすみする日

３
Ｆ

9/5(金)、10/17(金) （遊具入れかえのため）

ビデオライブラリー

パソコンルーム

9：30～17：00（受付は 16：30 まで）

9：30～17：00（受付は 16：30 まで）

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」「おもちゃコーナー」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

おもちゃコーナー

（第２研修室）
・乳幼児向けのおもちゃ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。

（１Ｆ保健室）

毎週 火曜日～土曜日 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）

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。

休館日※月曜日が休館日となりますが、祝日の場合は、翌日になります。
9月
10 月

1（月） 2（火） 3(水) 8（月） 16（火） 22（月） 29（月）
6（月） 14（火） 20（月） 27（月）

