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　発電所にはどんな種類があるか知ってる？
色々な発電を上手に組み合わせ、環境を守り
ながら電気をつくり、発電した電気量にあわ
せてバランスよく電気を使います。発電量や
消費量によって真ん中の地球の明るさが変わ
る体験型展示だ
よ！みんなは「き
れいな地球」をつ
くる事ができるか
な？この機会に、
ぜひ体験してね！

2010.1.15第28号
発行／財団法人群馬県児童健全育成事業団

あけまして おめでとうございます
本年もみなさまのご来館を、心よりおまちしております！

ぐんまこどもの国児童会館　スタッフ一同

　明橋先生の講演は、どこでも大人気！ほっとするアドバイス、わきあが
る笑い声！お母さん、お父さんたちに元気を与え続けています。著書の「子
育てハッピーアドバイス」はシリーズ300万部を突破しています。

【講　師】明橋 大二先生（真生会富山病院心療内科部長）
【開催日】2月23日（火）
【時　間】１３：３０～１５：３０（受付１３：１５～）
【会　場】多目的ホール
【対　象】児童健全育成関係者及び一般
【定　員】300名（先着順）
【事前申込】1月15日（金）～　
【共催】群馬県児童館連絡協議会
【後援】群馬県民生委員児童委員協議会・ ぐんま地域活動連絡協議会　　　

【日　時】３月７日（日）１３：３０～（約1時間）
【会　場】多目的ホール
【定　員】約２００名
【観覧料】無料
【観覧方法】当日、直接会場へお越しください。　　　　
【出　演】太鼓と芝居のたまっ子座　　

※託児を行います（先着２０名、事前申込み）。詳細はお問い合わせください。
◎一般の方もぜひどうぞ。　◎講演会終了後に書籍の販売、サイン会を実施します。

　11月26日・12月6日にボランティア養成講座
「バルーンでぼうしをつくっちゃおう！」を開催し
ました。今回のテーマは帽子。
　帽子作りは、難易度が高いということで、基本の
‘犬’が作れる人を対象に行いました。講師は、当館ボランティ
アの飯塚千砂さんで、じっくり時間をかけて教えてくださいま
した。キュッキュと音を立てながらバルーンを扱うみなさんの
目は真剣です。時には「パァン！」とバルーンが割れてしまって
も、色々な作品にチャレンジしていました。できあがった帽子

はとても目を引き、イベントで活躍
すること間違いなし！！作り方を応
用すると、クリスマスツリーにもな
るそう。色々な技を習得して、自分
なりにアレンジして作るのも楽し
いかもしれませんね。

　初！！企画投影　おじいちゃんとおばあちゃんのプラネタリ
ウム～懐かしい音楽を聞きながら満天の星空を眺めよう～を開
催しました！！昨年の３月末にリニューアルしたプラネタリウ
ムをもっと幅広い年齢層の方に楽しんでもらえたら、という思
いを込めたこちらの企画ですが、12月12日に、太田市内の老人
クラブ連合会の皆さん他170名ほどの参加がありました。
　冬の星空解説やアポロ11号の映像、そして、アコーディオン
とキーボード、オカリナの生演奏にのせて、「見
上げてごらん夜の星を」や「ふるさと」などの、
若かりし頃？を懐かしんで、当時の歌謡曲や童
謡を皆さんも一緒に大熱唱した１時間でした。

　ぐんまこどもの国児童会館には、職員と共に現場に入
り活躍している補助指導員がいます。子ども達にとって
は、お兄さん、お姉さん的な存在です。今回は、その中から
群馬県立県民健康科学大学４年の五十嵐愛実さん、石川
瑠莉さんを紹介します。

Q補助指導員になったきっかけは？
五十嵐 ：子どもが好きだから。小さい頃よく遊び
に来ていた施設で働きたいと思ったから。
石　川 ：埼玉出身ですが、よく遊びに来ていまし
た。思い出の詰まった場所で、何かできたらいい
なと思いました。
Q実際に仕事をしてみて、どうでしたか？
五十嵐 ：多くの子ども達とふれ合うことができ、
楽しくお仕事させていただいてます。子どもの目
線で接すること、保護者への配慮の大切さを学び
ました。 
石　川 ：楽しく子ども達や保護者との接し方を
学び、仕事をすると同時に私自身も童心に返り遊
びに関する知識を学べて充実しています。

Q一番印象に残っているのはどんなことですか？
五十嵐 ：小さな子から折り紙のプレゼントをも
らったり、作品が完成した時に「できたよ」と見せ
に来た時の笑顔が、印象に残っていて大好き。
石　川 ：工作やパソコンで困っているとき遊び
方を教えてあげると、たちまち笑顔になっていく
瞬間。こちらもうれしくなって、心が和みます。
Q３月に卒業ですが、どんな道にすすみますか？
五十嵐 ：県内の小児病院で。児童会館での経験を
生かし、子ども達に笑顔を与えられる看護師にな
りたいです。
石　川 ：都内の小児病院で看護師として働きま
す。いつかは、保健師として働いてみたいです。

「バルーンでぼうしをつくっちゃおう！」

　今回は１１月１４日（土）に鎌田児童館で行われ
た群馬県内児童館ミニフェスティバル（移動児童
館あそびの出前事業）の様子をご紹介します。

　こちらは今年度初めて行われた事業で、１０月にぐんまこどもの国児童会館で行われた「群馬県
内児童館フェスティバル」内で実施した「ケーキマグネットの工作」と県内の８児童館が提供して
下さった「リサイクル工作」を持参し、「どろだんごのおっちゃん」こと三波川ふるさと児童館あそ
びの学校の山崎先生を迎えての「どろだんごの色遊び」など盛りだくさんの内容で開催しました。
　当日はインフルエンザの影響でいつもより参加人数が少ないという
ものの、４０人ほどの子ども達や保護者の方が駆けつけてくれました！

鎌田児童館
利根郡片品村鎌田 3946－1

1月

2月

3月

23日（土）  なわとび
24日（日）  なわとび

6日（土）  なわとび
7日（日）  なわとびで
　　　    遊ぼう！
27日（土）  一輪車
28日（日）  一輪車

13日（土）  卓球

※W.S.「ダブルダッチ
にチャレンジ！」があるよ 
 

寒い冬こそ、体を動かし
てあそぼう！

体を動かして
あそぼう！

多目的ホールで、
遊べます。

旅立つ補助指導員旅立つ補助指導員

～子育てがラクになるコツ教えます～

（真生会富山病院心療内科部長）

ぐんま地域活動連絡協議会 　　

※託児を行います（先着２０名、事前申込み）。詳細はお問い合わせください。
◎一般の方もぜひどうぞ。　◎講演会終了後に書籍の販売、サイン会を実施します。

巡回展示   バランスグローブ

【開催期間】平成21年12月8日（火）～
　　　   平成22年4月15(木）
【場　所】1階サイエンスワンダーランド
【協　賛】財団法人つくば科学万博記念財団

～子育てがラクになるコツ教えます～

児童健全
育成講演会

五十嵐さん 石川さん

４月からは社会人として旅立つ２人。やさしい看護師として、ご活躍されることをお祈りいたします。

ボランティアによるボランティア養成講座

泥だんごの色あそびコーナー

みんな真剣！ 皿回しコーナーかわいい作品ができたよ

リサイクル工作コーナー

直接手にとって遊べます

こども観劇会

９：３０～１７：００

あけまして おめでとうございます

】当日、直接会場へお越しください。　　　　



と、足元がわたあめみたいにフワフワだったからです。
面白がって飛び跳ねていたら、わたあめの地面がワラ
タの足の形に沈み始めました。これ以上やったら痛い
思いをするかもと思って、飛び跳ねるのをやめました。
飛び跳ねるのではなく、歩くことにしました。そこで
ようやく、ワラタがみのり幼稚園の名札をつけっぱな
しだったことに気付きました。けれど、名札には「大
宮　太」としか書いていません。「笑」が抜けているの
です。それがなぜだかは分かりません。でも、気にせ
ず歩くことにしました。すると、聞き覚えのある声が
泣いているのが聞こえてきました。
「この声・・・ひょっとして・・・？」
ワラタの足は走り出していました。人影を見つけて、
近付いてみると、やっぱりそうでした。ワラタは背中
に声をかけました。
「やっちゃん。どうしたの？なんで、泣いてるのさ。ら
しくないじゃん。」
「うわぁっ！！」
やっちゃんはビックリして、２ｍくらい後ずさりしま
した。そして、息切れしながら、
「なっなんだ、ワラタか。驚かすなよっ！ていうか、オ
レ泣いてないし。」
と急いで涙をふきとりました。するとそこへもう一人
仲間が寄ってきました。仲間はやっちゃんに気付かれ
ないように、そぉっと息をひそめて、やっちゃんの後
ろにまわりました。そして大きく一声、
「まっさかあんたが泣くなんてねェ！男は簡単に涙を流
しちゃいけないのよ！」
と、ブロック遊びの邪魔をした時のように、胸を張り、
腰に手を当て、仁王立ちをして言い放ちました。あの
頃はまだ４月の中旬だったけど、今は９月の真ん中よ
り後ろ。ツインテールの髪の長さも結構伸びて、かっ
こよさと女の子っぽさが合わさって、あの頃よりもワ
ラタはみおちゃんに憧れていました。
「うるせえなぁ、泣いてないって言ってんだろ？見間違
いだぜ、み・ま・ち・が・い！」
やっちゃんとみおちゃんの言い合いを見てるとワラタ
は何となく、二人の名札に注目しました。よく見てみ
たけれど、二人の名前はしっかりともれなく全て全部
正しく正確に、名札に書かれていて、やっちゃんの名
札には、「桜葉寧稀」みおちゃんの名札には、「埼崎澪」と、
ちゃあんとあったのです。じゃあ、どうして自分だけ
「笑」が抜けているのだろう。これじゃあボクの名前は
「おおみやた」になっちゃうよ。不安で不安でしょうが
ありません。ついにワラタは二人に相談しました。言
い合いを続けていた二人も、ついに返す言葉を失い、
にらめっこに入った所でした。
「あのさ、実は、ボクの名札から、『笑』の字が消えちゃっ
たんだよね。そしたらボク、これからは『しょうた』
でも『ワラタ』でもなくなっちゃうんだ。どうしよ
う・・・。」
はじめは笑顔だったワラタも、しゃべっているうちに、
だんだん涙目になってきました。

「どういうこと？名前が消えたの？」
みおちゃんは少し疑う感じの顔でワラタを見ました。
ワラタは小さくうなづきながら、涙を右目からポロリ
と一粒落としました。
「そんなことあるかよ。ちゃんとよく見たのか？ホント
に無くなってんだ？」
じゃあ見てみてよ、とワラタは名札を二人に見せまし
た。疑っていたやっちゃんも、ホントだ、と驚きました。
「でも、なんで『笑』という字だけ消えたのかしら。」
みおちゃんが首をかしげながら、困った顔をしました。
その時です。
「それはね、この国には『しょう』と読む字が多いから
だよ。」
まるで、ワラタがたくさんいるような感じでワラタの
声が聞こえてきました。するとどこからか、明るいマー
チの音楽が聞こえてきました。トランペットやクラリ
ネットなど、吹奏楽による演奏のようでした。三人が
あっけにとられていると、
「ボクたちみんな、しょうたっていう名前なんだよ。」
と、行列の先頭に立つ、とてもとても小さなワラタが
行進しながら三人に言いました。小さなワラタの名札
には「大宮小太」と書かれていました。他にも、ほっ
ぺを青く塗っているワラタ・大宮青太や、星を体の周
りにまとっているワラタ・大宮星太、松をもっている
ワラタ・松太、象をしたがえているワラタ・象太、鐘
を鳴らしながら歩くワラタ・鐘太、なんだか焦ってい
るワラタ・焦太などなど、たくさんのワラタ、いや、「しょ
うたという名をもつ男の子」が、三人の目の前を行進
していきました。一番後ろを歩いたのは、化粧したワ
ラタ・粧太でした。うっふ～んと言いながら、三人に
投げキッスをして去っていきました。明るいマーチも、
だんだん音が小さくなっていき、やがて聞こえなくな
りました。しばらく立ちすくんだまま、みおちゃんが
ボソッと、気付いたように言いました。
「いっぱい『しょうた』が通ったけど、『笑太』は、いなかっ
たわね・・・。」
それに言い返すようにしてやっちゃんが力強く言いま
した。
「『笑太』ならいるじゃねェか、オレ達のとなりに。『笑太』
は、『笑太』だから、『ワラタ』なんだよ。」
ツインテールの髪をゆらしながら、
「なにそれ、どういうこと？ちゃんと分かるように説明
してよ！」
とやっちゃんをにらみつける声が、だんだん遠ざかっ
ていく気がして、ワラタは目を閉じてからパチッと開
けました。
　そこはりんご組の教室。布団の中で寝ていたのはワ
ラタだけです。みんな三時のおやつを食べていました。
やっちゃんとみおちゃんは、夢の中での言い合いを、
ドーナツをほおばりながら続けていました。ワラタも
起きてドーナツを一個食べると、笑って言いました。
「ボクは『笑う』に『太い』で笑太だよ！」

　今年の１０月２０日で２０周年を迎える児童会館ですが、その開館の初めから、とって
もお世話になっている石川博行先生をご紹介します。ちょっと強面の石川先生ですが、現
在は太田市立北中学校にお勤めです。
　１１月３日は、「驚異！火山のお話」がテーマのスペシャルサイエンスショー。群馬県か
ら世界の火山まで、噴火の瞬間や噴火後の映像や先生自作のパワーポイントを盛り込み
ながら、火山の構造や性格を解説していました。また、先生がご自分で収集された全国の
火山岩も展示し、触れる事もできました。参加していた小学校６年生の男の子に感想を聞
いたところ、「もし富士山が噴火したら、関東や東北まで被害がいくから大変だ！！」と真
剣な顔で答えてくれました。また、お孫さんと一緒に参加していたおじいちゃんは「雲仙

など聞いたことのある山があった。楽しかった。」と笑顔で答えてくれました。
　平成１５年度から始まった石川先生のスペシャルサイエンスショーですが、静電気や音、圧力、色水など様々なテーマを取り上
げて開催してきました。それ以前は「こども実験室」として他の先生方とカルメ焼き、アイスクリーム、万華鏡、笛や太鼓などを子ど
も達と製作をしてきました。「試作が大変だった。特にエレキギターの時。万華鏡なんて銀鏡反応を使って鏡まで作ったし。時間も
お金も食うんだ！」と懐かしそうにお話ししてくれました。
　テーマを選ぶ時のポイントをお聞きしたところ、「小さい子どもに説明がしきれるもの。ヘェ～、アッ！と思わせるもの。装置な
どのつくりが複雑なものはダメ。理解に終始してしまい、楽しさの種がまけないから。」との事でした。「イメージが固まればパワー
ポイントなどでまとめればいい。でも、こどもの国の設備や道具立て、４０分間をテーマに沿ってまとまりのあるものにするのは
難しいんだよ。」とも。「始めちゃった以上、何だかずっと続いてる感じですよ。」とちょっと困ったように話す石川先生ですが、これ
からも、子ども達の好奇心をくすぐるようなサイエンスショーを続けてくださいね。

・紙コップ（2個）　　・ビニールテープ　　・ペンシルバルーン
・あなあけパンチ　　・プラスチックのリング 
・カッター　　　　　・えんぴつ、色ペン

紙コップの、飲みくちがわ
にあなあけパンチであな
をあける。

❶
かみ の

ペンシルバルーンをコップの
底にさしこみビニールテープ
でとめたらできあがり ！！

❺
そこ

かみ こ

ういろ

2個とも紙コップの底を
カッターでくりぬく。

❸ かみこ そこ

ビニールテープ

用意するもの
よう  い

2個ともあなにリングを
通す。

❷
こ

とお

くりぬく

紙コップのそとがわにすき
な絵をかく。

❹
かみ

え

こ

2個とも
あけてね ！！

カッターは
おとなの人と
つかってね！！

ひと

ちゃんと
きこえるかな？

も

とき
持ちはこぶ

時は、リングを

はめてね

えん

う

100円ショップ
などに
売ってるよ

　サイエンスワンダーランドでは「スペシャルサイエンスショー」、職員解説の「プチサイエンスショー」、「科学工作」などを定期的
に開催しています。今回は「石川先生のスペシャルサイエンスショー」と科学工作「もしもしバルーンをつくろう」をご紹介します。

ぐんまこどもの国児童会館　サイエンスプログラムのご紹介

さくら ば   やす   き さい ざき  みお

ワラ   タ



伊勢崎市立あずま中学校（２年）　　髙橋　萌美さん
たかはし　 　めぐ  み

童 話童 話童 話童 話
①何で？（先生に呼び出されて、悪い事したかなぁ～て思ったので、よけいに）
　その後、やったあ！！
②３日間。
③人物の名前を考えるのが好きで、おもしろい名前をつけたら楽しくなるかなあ～
　と思った。自分も　萌→もえって呼ばれて、「もえみ」とも呼ばれているから…。
④空とんだりしたい。
⑤アニメが好きなのでそれに関係した仕事。
⑥おめでとうございます。それほど力を入れてないように見えました。

　ワラタは、みのり幼稚園の園児で、五歳の男の子。
来年から小学校に入学します。
　え？ワラタ、なんてヘンな名前って？
　ワラタはね、ホントは「笑う」に「太い」と書いて「しょ
うた」というのだけれど、みんなからワラタと呼ばれ
ているから、ここでもそう呼ぶことにしました。近頃
はお母さんまで、笑太のことを「しょうちゃん」では
なく「ワラちゃん」と呼ぶそうです。
　最初にワラタのことを「ワラタ」と呼びだしたのは、
ワラタと同じりんご組のやっちゃん。やっちゃんの名
前は、漢字で書くとすごく難しいから、名前を書くと
きはひらがなで「やすき」と書きます。「やすき」とい
う漢字は、「丁寧」の「寧」に「稀」と書きます。やっちゃ
んは、名前を書く度に
「オレは小学生になっても、ひらがなの名前を書くから、
今もひらがなでいいんだ。」
と、胸を張りながらいばっています。でも、そんな時
に強気で言い返すのが、りんご組の中でも一番ケンカ
に強い女の子・みおちゃんです。みおちゃんの「みお」は、
漢字で書くと「澪」です。だけどみおちゃんは、さらっ
と自分の名前を漢字で書いてみせます。
「このくらい、書けなきゃダメよ！」
そう言って、やっちゃんの前で自慢してみせるのです。
けれど、みおちゃんもまだ五歳の幼稚園児。「澪」と書
けても、書き順はバラバラです。
　ワラタは、みおちゃんが何となく憧れの存在です。
というのも、ある日、ワラタがブロックで遊んでいた
所を、りんご組のリーダーであるやっちゃんが、走っ
てぶつかって転がって邪魔をしてきたのです。ワラタ
がやめてよと言っても聞きません。困っていたその時、
ワラタの目の前にみおちゃんが現れました。手を腰に
あて、仁王立ちをする後ろ姿が、とてもかっこいいみ

おちゃん。向こうを向いていて見えないけれど、きっ
とキレイな瞳をしているんだろうなとワラタは思いま
した。
「遊んでるのに邪魔なんかしないでよ！」
りんご組の教室に、みおちゃんの高くてキレイな声が響
きわたりました。周りから見ればみおちゃんが正義の味
方で、やっちゃんは悪の手先のように見えたでしょう。
　ワラタはその日から、みおちゃんが好きになりまし
た。好きというより、憧れの存在になったというほうが、
正確かもしれませんが。
　ワラタは、その日以来みおちゃんに弟子入りし、やっ
ちゃんをこらしめる方法を考えました。アドバイスと
して、「大きな声を出して相手を驚かす」とか「物を投
げたりとか、暴力を振るったりするのは絶対ダメ」とか、
「泣いたらダメ。負けたのと同じだよ」ということを教
えられました。これだけでも、ワラタは心強くなりま
した。
　そんな事があり、ワラタが誕生日の７月２２日を過
ぎて六歳になってから二ヶ月。季節はそろそろ秋が色
づいてくる頃になりました。今日もワラタは、みのり
幼稚園に通います。
　みのり幼稚園は、毎週火曜日と木曜日に、お昼寝の
時間があります。今日は木曜日。みんなでお弁当を食
べたあと、先生達が布団を敷きおわった所で、ワラタ
達りんご組の園児は、いや、なし組もぶどう組もいち
ご組もみかん組も、みのり幼稚園の園児全員がお昼寝
をします。
　ワラタは今日のお昼寝の時に、不思議な夢を見ます。
とっても不思議で、ヘンな夢です。やっちゃんもみお
ちゃんも、ワラタと同じ夢を見ることになります。そ
の不思議な夢の内容を、これからお話ししましょう。
　ワラタは、ゆっくりと目を開けました。ワラタは夢
の中で眠っていたのです。でもワラタは、これが夢だ
と分かるのに、結構時間がかかりました。ワラタが、
これが夢だと分かった理由は、起き上がって立とうと
した時でした。地面がマシュマロみたいに柔らかいの

ワラタの不思議な夢ワラタの不思議な夢

ねい まれ

　平成２１年１２月４日（金）に
「いきいきママ講座」がありました。
　「今を生きるみんなで子育てを楽し
もう…子どもがいるから希望が生まれる。保育士は子育て
技術の伝道者である」が持論の森　静子先生に、ご自身の
子育てや、保育士・大学教授としての経験を織り交ぜなが
ら楽しく、わかりやすく、お話をしていただきました。
　森先生が現在、たずさわっている子どもたちは１８～１
９歳の子どもたちです。その子どもたちは、心に不安や失
敗を恐れ、責任を負いたくないという気持ちが強いそうで
す。例えると就職を目の前に「初めは臨時職員で入って、
１～２年して慣れてきたら正規職員として働きたい」と言
う学生。 また、心の悩みをなかなか人に話せず、自分を傷
つけてしまう子もいるそうです。愛されているのに愛情が
子どもたちに伝わりきれていないことを切ない、と話され
ていました。
　今、子育てをするお父さん、お母さん、そして子どもた
ちに大切なメッセージを伝えます。
●世代間連鎖を考えよう
　子どもを知るとき、親世代を理解することからはじまり
ます。なぜなら世代から世代へ子育てが伝承されていくか
らです。
　ある学生が「お姉ちゃんがパチンコに行く時、私が子ど
も（姪）をみる」と言ったそうです。それは学生が幼少期、
パチンコに行く親と普通にパチンコに出かけ、そこで遊ん
でいた環境で育ち、それがあたりまえだったわけです。保
育士を目指す彼女は授業のなかで何かを感じとり、その言
葉がでたわけです。子どもは環境によって育ちます。私た
ちが育った環境は、私たちが育てた世代へ、そして次の世
代へと…。だから、良い連鎖は続け、悪い連鎖は断ち切っ
ていかなければならないのです。また、子どもの育つ環境
を整えてあげることは、私たちが大切にしていかなければ
ならないのです。
●心の源は、甘え（愛着）の充足からです。
　赤ちゃんの特性は、オギャァと生まれた時に動けない、
しゃべれないことです。できることは、泣くこと笑うこと
です。では、なぜ泣くこと笑うことができるのか？それは、
泣くことによって、親や側にいる人がやって来て、抱き上
げてもらったり世話をしてもらい、笑います。これを応答
関係といいます。この繰り返しによって、赤ちゃんは人に
対して心を繋ぎ、愛着をもち、信頼感が育ちます。普段、

何気なく行う世話を通して、応答関係をつくり愛着をもっ
ていくわけです。
　もし泣いても誰も来てくれないなら、赤ちゃんは泣く必
要がないのです。この泣く、笑うの、二つができないのなら、
ちょっと心配しながら子どもの様子を見なくてはいけない
ということになると思います。だから３歳までは、十分に
甘えさせていい！それは愛着が育ち、信頼感を持たせるこ
とになるのです。（ただ、甘えさせるのと、わがままにさせ
るのは違いますよ！）
　この愛着は、１８歳１９歳になっても続きます。それは、
どういうことかというと「形を変えながら甘え続けられる」
ということです。甘え続けられる存在として母親、父親が
いるということは、とっても大切なのです。子どもの甘え
たいという気持ちがある時に、お母さんは別と思わないで、
甘えたい、その心をわかってあげる。「お母さんもそう思う
よ！」と気持ちを十分に伝えることをしてあげないと、自
分の心をだせない、人を信用できない人間になってしまい
ます。人間は人と人の間でつくられていくものなのです。
　また、子どもは自分で自立しようと思います。でも、あ
まり早く甘え（愛着）から離されてしまうと自立しきれま
せん。自立というのは、一人でできるわけではなく、自分
のことを理解してくれる家族、自分のことを良しと思って
くれる友人。そういう周りがあることによって、人は自立
できるのです。だから、甘え続けられる部分というのは、
形を変えながらも残しておくのは大切なのです。
●親子ユニット
　体験を通さないと、子どもは学びません。やる気があって、
活き活きと動く子どもを、親はみんな望んでいます。望ん
でいるけど子どもの成長がわからない、子どもの気持ちに
もどることができないから悩みます。でも、簡単なことです。
親が楽しいと思えば、子どもも楽しい。おもしろさを知れば、
子どもはそれで OK！踏み出すことができるのです。親も
一歩踏み出しましょう！初めが大切です。意欲から充実感、
そして達成感（やる気）に繋いでいけるといいですね！
　今は親子だけで生きていく時代ではなく、社会全体で子
育てしていこうと考える良い時代に向かっています。小さ
いことでもいいから、近くにある子育て支援センターなど
を利用し、笑顔で楽しく子育てをしていきましょう！そし
て、世代が世代を育てていく喜びを伝承していきましょう。

関東短期大学 こども学科 教授

森　静子先生
講  

師

いきいきママ講座

お父さん、お母さんから子どもたちへ… 
大切なメッセージの伝え方  ～こどもの 　  を育てる？！～心 



共愛学園幼稚園（前橋市・５歳）

村山　雅春さん

「ざりがにといっしょにおよごう」

むらやま　　まさはる

①うれしい気持ちだった。
②週に１回、１時間ぐらい４～５回にかけて
　描きました。
③先生がざりがにをもってきてくれたから。
④まだちょっと、わからない。
⑤サッカー選手

⑥母：びっくりしました。本人の内面の元気
　　　で可愛らしい絵が評価されたので、こ
　　　れからも、そういう部分が伸びていけ
　　　ばいいと思います。
　父：のびのび育ってくれればいいと思います。

髙倉　守貴さん

「ぼくの夢～画家になりたい」

たかくら　　  じゅき

①うれしい！
②１週間くらい。
③絵をかくのが
　好きだから。
④好きな魚の絵。
⑤画家！

⑥父：うれしい！
　母：おどろいた。こんなに大きい賞は初め
　　　てだったので。（佳作はもらったことが
　　　ある）
　父：将来は自分の好きな道にすすんでもら
　　　いたいです。

沼田市立沼田東小学校（２年）

廣田　翔也さん

「かぶと虫のすもう」

ひろた　　  しょうや

①はじめて最優秀賞をとったのでびっくりし
　た。（銀賞はあったけど）
②２週間ぐらい。
③昆虫全般が好きだったから。

④いろんな絵をかいてみたい。
⑤考え中。
⑥びっくりしました。これからも色々なコン
　クールに応募してみたいです。

伊勢崎市立広瀬小学校
（５年）

ぐんまぐんまぐんま
こどものこどものこどもの

第18回

大賞大賞

絵 画絵 画絵 画絵 画

　「ぐんまこどもの夢大賞」は、児童文化の振興を図る目的で、群馬県と当児童会館の運営主体である財
団法人群馬県児童健全育成事業団の共催で毎年行っています。１８歳未満を対象とした絵画と、小学生
以上１８歳未満を対象とした童話の２部門を夏休みに合わせて募集を行い、今年は絵画９，５４６点、
童話５１３点というたいへん多くの皆様から作品をいただきました。
　審査の結果、絵画は最優秀賞３点、金賞１６点、銀賞２４点、銅賞４０点、奨励
賞１０５点が、童話は最優秀賞１点、金賞３点、銀賞５点、銅賞 7点、奨励賞１０点
が入賞しました。
　ここでは、最優秀賞を受賞したみなさんの作品とインタビューを紹介します。

インタビュー
内容

①受賞を知ったときの気持ち　②制作時間　③どうしてこの作品をかこうと思ったか
④次は何を描きたい？　⑤将来の夢　⑥保護者のことば　
①受賞を知ったときの気持ち　②制作時間　③どうしてこの作品をかこうと思ったか
④次は何を描きたい？　⑤将来の夢　⑥保護者のことば　

最優秀賞

最優秀賞

最優秀賞



共愛学園幼稚園（前橋市・５歳）

村山　雅春さん

「ざりがにといっしょにおよごう」

むらやま　　まさはる

①うれしい気持ちだった。
②週に１回、１時間ぐらい４～５回にかけて
　描きました。
③先生がざりがにをもってきてくれたから。
④まだちょっと、わからない。
⑤サッカー選手

⑥母：びっくりしました。本人の内面の元気
　　　で可愛らしい絵が評価されたので、こ
　　　れからも、そういう部分が伸びていけ
　　　ばいいと思います。
　父：のびのび育ってくれればいいと思います。

髙倉　守貴さん

「ぼくの夢～画家になりたい」

たかくら　　  じゅき

①うれしい！
②１週間くらい。
③絵をかくのが
　好きだから。
④好きな魚の絵。
⑤画家！

⑥父：うれしい！
　母：おどろいた。こんなに大きい賞は初め
　　　てだったので。（佳作はもらったことが
　　　ある）
　父：将来は自分の好きな道にすすんでもら
　　　いたいです。

沼田市立沼田東小学校（２年）

廣田　翔也さん

「かぶと虫のすもう」

ひろた　　  しょうや

①はじめて最優秀賞をとったのでびっくりし
　た。（銀賞はあったけど）
②２週間ぐらい。
③昆虫全般が好きだったから。

④いろんな絵をかいてみたい。
⑤考え中。
⑥びっくりしました。これからも色々なコン
　クールに応募してみたいです。

伊勢崎市立広瀬小学校
（５年）

ぐんまぐんまぐんま
こどものこどものこどもの

第18回

大賞大賞

絵 画絵 画絵 画絵 画

　「ぐんまこどもの夢大賞」は、児童文化の振興を図る目的で、群馬県と当児童会館の運営主体である財
団法人群馬県児童健全育成事業団の共催で毎年行っています。１８歳未満を対象とした絵画と、小学生
以上１８歳未満を対象とした童話の２部門を夏休みに合わせて募集を行い、今年は絵画９，５４６点、
童話５１３点というたいへん多くの皆様から作品をいただきました。
　審査の結果、絵画は最優秀賞３点、金賞１６点、銀賞２４点、銅賞４０点、奨励
賞１０５点が、童話は最優秀賞１点、金賞３点、銀賞５点、銅賞 7点、奨励賞１０点
が入賞しました。
　ここでは、最優秀賞を受賞したみなさんの作品とインタビューを紹介します。

インタビュー
内容

①受賞を知ったときの気持ち　②制作時間　③どうしてこの作品をかこうと思ったか
④次は何を描きたい？　⑤将来の夢　⑥保護者のことば　
①受賞を知ったときの気持ち　②制作時間　③どうしてこの作品をかこうと思ったか
④次は何を描きたい？　⑤将来の夢　⑥保護者のことば　

最優秀賞

最優秀賞

最優秀賞



伊勢崎市立あずま中学校（２年）　　髙橋　萌美さん
たかはし　 　めぐ  み

童 話童 話童 話童 話
①何で？（先生に呼び出されて、悪い事したかなぁ～て思ったので、よけいに）
　その後、やったあ！！
②３日間。
③人物の名前を考えるのが好きで、おもしろい名前をつけたら楽しくなるかなあ～
　と思った。自分も　萌→もえって呼ばれて、「もえみ」とも呼ばれているから…。
④空とんだりしたい。
⑤アニメが好きなのでそれに関係した仕事。
⑥おめでとうございます。それほど力を入れてないように見えました。

　ワラタは、みのり幼稚園の園児で、五歳の男の子。
来年から小学校に入学します。
　え？ワラタ、なんてヘンな名前って？
　ワラタはね、ホントは「笑う」に「太い」と書いて「しょ
うた」というのだけれど、みんなからワラタと呼ばれ
ているから、ここでもそう呼ぶことにしました。近頃
はお母さんまで、笑太のことを「しょうちゃん」では
なく「ワラちゃん」と呼ぶそうです。
　最初にワラタのことを「ワラタ」と呼びだしたのは、
ワラタと同じりんご組のやっちゃん。やっちゃんの名
前は、漢字で書くとすごく難しいから、名前を書くと
きはひらがなで「やすき」と書きます。「やすき」とい
う漢字は、「丁寧」の「寧」に「稀」と書きます。やっちゃ
んは、名前を書く度に
「オレは小学生になっても、ひらがなの名前を書くから、
今もひらがなでいいんだ。」
と、胸を張りながらいばっています。でも、そんな時
に強気で言い返すのが、りんご組の中でも一番ケンカ
に強い女の子・みおちゃんです。みおちゃんの「みお」は、
漢字で書くと「澪」です。だけどみおちゃんは、さらっ
と自分の名前を漢字で書いてみせます。
「このくらい、書けなきゃダメよ！」
そう言って、やっちゃんの前で自慢してみせるのです。
けれど、みおちゃんもまだ五歳の幼稚園児。「澪」と書
けても、書き順はバラバラです。
　ワラタは、みおちゃんが何となく憧れの存在です。
というのも、ある日、ワラタがブロックで遊んでいた
所を、りんご組のリーダーであるやっちゃんが、走っ
てぶつかって転がって邪魔をしてきたのです。ワラタ
がやめてよと言っても聞きません。困っていたその時、
ワラタの目の前にみおちゃんが現れました。手を腰に
あて、仁王立ちをする後ろ姿が、とてもかっこいいみ

おちゃん。向こうを向いていて見えないけれど、きっ
とキレイな瞳をしているんだろうなとワラタは思いま
した。
「遊んでるのに邪魔なんかしないでよ！」
りんご組の教室に、みおちゃんの高くてキレイな声が響
きわたりました。周りから見ればみおちゃんが正義の味
方で、やっちゃんは悪の手先のように見えたでしょう。
　ワラタはその日から、みおちゃんが好きになりまし
た。好きというより、憧れの存在になったというほうが、
正確かもしれませんが。
　ワラタは、その日以来みおちゃんに弟子入りし、やっ
ちゃんをこらしめる方法を考えました。アドバイスと
して、「大きな声を出して相手を驚かす」とか「物を投
げたりとか、暴力を振るったりするのは絶対ダメ」とか、
「泣いたらダメ。負けたのと同じだよ」ということを教
えられました。これだけでも、ワラタは心強くなりま
した。
　そんな事があり、ワラタが誕生日の７月２２日を過
ぎて六歳になってから二ヶ月。季節はそろそろ秋が色
づいてくる頃になりました。今日もワラタは、みのり
幼稚園に通います。
　みのり幼稚園は、毎週火曜日と木曜日に、お昼寝の
時間があります。今日は木曜日。みんなでお弁当を食
べたあと、先生達が布団を敷きおわった所で、ワラタ
達りんご組の園児は、いや、なし組もぶどう組もいち
ご組もみかん組も、みのり幼稚園の園児全員がお昼寝
をします。
　ワラタは今日のお昼寝の時に、不思議な夢を見ます。
とっても不思議で、ヘンな夢です。やっちゃんもみお
ちゃんも、ワラタと同じ夢を見ることになります。そ
の不思議な夢の内容を、これからお話ししましょう。
　ワラタは、ゆっくりと目を開けました。ワラタは夢
の中で眠っていたのです。でもワラタは、これが夢だ
と分かるのに、結構時間がかかりました。ワラタが、
これが夢だと分かった理由は、起き上がって立とうと
した時でした。地面がマシュマロみたいに柔らかいの

ワラタの不思議な夢ワラタの不思議な夢

ねい まれ

　平成２１年１２月４日（金）に
「いきいきママ講座」がありました。
　「今を生きるみんなで子育てを楽し
もう…子どもがいるから希望が生まれる。保育士は子育て
技術の伝道者である」が持論の森　静子先生に、ご自身の
子育てや、保育士・大学教授としての経験を織り交ぜなが
ら楽しく、わかりやすく、お話をしていただきました。
　森先生が現在、たずさわっている子どもたちは１８～１
９歳の子どもたちです。その子どもたちは、心に不安や失
敗を恐れ、責任を負いたくないという気持ちが強いそうで
す。例えると就職を目の前に「初めは臨時職員で入って、
１～２年して慣れてきたら正規職員として働きたい」と言
う学生。 また、心の悩みをなかなか人に話せず、自分を傷
つけてしまう子もいるそうです。愛されているのに愛情が
子どもたちに伝わりきれていないことを切ない、と話され
ていました。
　今、子育てをするお父さん、お母さん、そして子どもた
ちに大切なメッセージを伝えます。
●世代間連鎖を考えよう
　子どもを知るとき、親世代を理解することからはじまり
ます。なぜなら世代から世代へ子育てが伝承されていくか
らです。
　ある学生が「お姉ちゃんがパチンコに行く時、私が子ど
も（姪）をみる」と言ったそうです。それは学生が幼少期、
パチンコに行く親と普通にパチンコに出かけ、そこで遊ん
でいた環境で育ち、それがあたりまえだったわけです。保
育士を目指す彼女は授業のなかで何かを感じとり、その言
葉がでたわけです。子どもは環境によって育ちます。私た
ちが育った環境は、私たちが育てた世代へ、そして次の世
代へと…。だから、良い連鎖は続け、悪い連鎖は断ち切っ
ていかなければならないのです。また、子どもの育つ環境
を整えてあげることは、私たちが大切にしていかなければ
ならないのです。
●心の源は、甘え（愛着）の充足からです。
　赤ちゃんの特性は、オギャァと生まれた時に動けない、
しゃべれないことです。できることは、泣くこと笑うこと
です。では、なぜ泣くこと笑うことができるのか？それは、
泣くことによって、親や側にいる人がやって来て、抱き上
げてもらったり世話をしてもらい、笑います。これを応答
関係といいます。この繰り返しによって、赤ちゃんは人に
対して心を繋ぎ、愛着をもち、信頼感が育ちます。普段、

何気なく行う世話を通して、応答関係をつくり愛着をもっ
ていくわけです。
　もし泣いても誰も来てくれないなら、赤ちゃんは泣く必
要がないのです。この泣く、笑うの、二つができないのなら、
ちょっと心配しながら子どもの様子を見なくてはいけない
ということになると思います。だから３歳までは、十分に
甘えさせていい！それは愛着が育ち、信頼感を持たせるこ
とになるのです。（ただ、甘えさせるのと、わがままにさせ
るのは違いますよ！）
　この愛着は、１８歳１９歳になっても続きます。それは、
どういうことかというと「形を変えながら甘え続けられる」
ということです。甘え続けられる存在として母親、父親が
いるということは、とっても大切なのです。子どもの甘え
たいという気持ちがある時に、お母さんは別と思わないで、
甘えたい、その心をわかってあげる。「お母さんもそう思う
よ！」と気持ちを十分に伝えることをしてあげないと、自
分の心をだせない、人を信用できない人間になってしまい
ます。人間は人と人の間でつくられていくものなのです。
　また、子どもは自分で自立しようと思います。でも、あ
まり早く甘え（愛着）から離されてしまうと自立しきれま
せん。自立というのは、一人でできるわけではなく、自分
のことを理解してくれる家族、自分のことを良しと思って
くれる友人。そういう周りがあることによって、人は自立
できるのです。だから、甘え続けられる部分というのは、
形を変えながらも残しておくのは大切なのです。
●親子ユニット
　体験を通さないと、子どもは学びません。やる気があって、
活き活きと動く子どもを、親はみんな望んでいます。望ん
でいるけど子どもの成長がわからない、子どもの気持ちに
もどることができないから悩みます。でも、簡単なことです。
親が楽しいと思えば、子どもも楽しい。おもしろさを知れば、
子どもはそれで OK！踏み出すことができるのです。親も
一歩踏み出しましょう！初めが大切です。意欲から充実感、
そして達成感（やる気）に繋いでいけるといいですね！
　今は親子だけで生きていく時代ではなく、社会全体で子
育てしていこうと考える良い時代に向かっています。小さ
いことでもいいから、近くにある子育て支援センターなど
を利用し、笑顔で楽しく子育てをしていきましょう！そし
て、世代が世代を育てていく喜びを伝承していきましょう。

関東短期大学 こども学科 教授

森　静子先生
講  

師

いきいきママ講座

お父さん、お母さんから子どもたちへ… 
大切なメッセージの伝え方  ～こどもの 　  を育てる？！～心 



と、足元がわたあめみたいにフワフワだったからです。
面白がって飛び跳ねていたら、わたあめの地面がワラ
タの足の形に沈み始めました。これ以上やったら痛い
思いをするかもと思って、飛び跳ねるのをやめました。
飛び跳ねるのではなく、歩くことにしました。そこで
ようやく、ワラタがみのり幼稚園の名札をつけっぱな
しだったことに気付きました。けれど、名札には「大
宮　太」としか書いていません。「笑」が抜けているの
です。それがなぜだかは分かりません。でも、気にせ
ず歩くことにしました。すると、聞き覚えのある声が
泣いているのが聞こえてきました。
「この声・・・ひょっとして・・・？」
ワラタの足は走り出していました。人影を見つけて、
近付いてみると、やっぱりそうでした。ワラタは背中
に声をかけました。
「やっちゃん。どうしたの？なんで、泣いてるのさ。ら
しくないじゃん。」
「うわぁっ！！」
やっちゃんはビックリして、２ｍくらい後ずさりしま
した。そして、息切れしながら、
「なっなんだ、ワラタか。驚かすなよっ！ていうか、オ
レ泣いてないし。」
と急いで涙をふきとりました。するとそこへもう一人
仲間が寄ってきました。仲間はやっちゃんに気付かれ
ないように、そぉっと息をひそめて、やっちゃんの後
ろにまわりました。そして大きく一声、
「まっさかあんたが泣くなんてねェ！男は簡単に涙を流
しちゃいけないのよ！」
と、ブロック遊びの邪魔をした時のように、胸を張り、
腰に手を当て、仁王立ちをして言い放ちました。あの
頃はまだ４月の中旬だったけど、今は９月の真ん中よ
り後ろ。ツインテールの髪の長さも結構伸びて、かっ
こよさと女の子っぽさが合わさって、あの頃よりもワ
ラタはみおちゃんに憧れていました。
「うるせえなぁ、泣いてないって言ってんだろ？見間違
いだぜ、み・ま・ち・が・い！」
やっちゃんとみおちゃんの言い合いを見てるとワラタ
は何となく、二人の名札に注目しました。よく見てみ
たけれど、二人の名前はしっかりともれなく全て全部
正しく正確に、名札に書かれていて、やっちゃんの名
札には、「桜葉寧稀」みおちゃんの名札には、「埼崎澪」と、
ちゃあんとあったのです。じゃあ、どうして自分だけ
「笑」が抜けているのだろう。これじゃあボクの名前は
「おおみやた」になっちゃうよ。不安で不安でしょうが
ありません。ついにワラタは二人に相談しました。言
い合いを続けていた二人も、ついに返す言葉を失い、
にらめっこに入った所でした。
「あのさ、実は、ボクの名札から、『笑』の字が消えちゃっ
たんだよね。そしたらボク、これからは『しょうた』
でも『ワラタ』でもなくなっちゃうんだ。どうしよ
う・・・。」
はじめは笑顔だったワラタも、しゃべっているうちに、
だんだん涙目になってきました。

「どういうこと？名前が消えたの？」
みおちゃんは少し疑う感じの顔でワラタを見ました。
ワラタは小さくうなづきながら、涙を右目からポロリ
と一粒落としました。
「そんなことあるかよ。ちゃんとよく見たのか？ホント
に無くなってんだ？」
じゃあ見てみてよ、とワラタは名札を二人に見せまし
た。疑っていたやっちゃんも、ホントだ、と驚きました。
「でも、なんで『笑』という字だけ消えたのかしら。」
みおちゃんが首をかしげながら、困った顔をしました。
その時です。
「それはね、この国には『しょう』と読む字が多いから
だよ。」
まるで、ワラタがたくさんいるような感じでワラタの
声が聞こえてきました。するとどこからか、明るいマー
チの音楽が聞こえてきました。トランペットやクラリ
ネットなど、吹奏楽による演奏のようでした。三人が
あっけにとられていると、
「ボクたちみんな、しょうたっていう名前なんだよ。」
と、行列の先頭に立つ、とてもとても小さなワラタが
行進しながら三人に言いました。小さなワラタの名札
には「大宮小太」と書かれていました。他にも、ほっ
ぺを青く塗っているワラタ・大宮青太や、星を体の周
りにまとっているワラタ・大宮星太、松をもっている
ワラタ・松太、象をしたがえているワラタ・象太、鐘
を鳴らしながら歩くワラタ・鐘太、なんだか焦ってい
るワラタ・焦太などなど、たくさんのワラタ、いや、「しょ
うたという名をもつ男の子」が、三人の目の前を行進
していきました。一番後ろを歩いたのは、化粧したワ
ラタ・粧太でした。うっふ～んと言いながら、三人に
投げキッスをして去っていきました。明るいマーチも、
だんだん音が小さくなっていき、やがて聞こえなくな
りました。しばらく立ちすくんだまま、みおちゃんが
ボソッと、気付いたように言いました。
「いっぱい『しょうた』が通ったけど、『笑太』は、いなかっ
たわね・・・。」
それに言い返すようにしてやっちゃんが力強く言いま
した。
「『笑太』ならいるじゃねェか、オレ達のとなりに。『笑太』
は、『笑太』だから、『ワラタ』なんだよ。」
ツインテールの髪をゆらしながら、
「なにそれ、どういうこと？ちゃんと分かるように説明
してよ！」
とやっちゃんをにらみつける声が、だんだん遠ざかっ
ていく気がして、ワラタは目を閉じてからパチッと開
けました。
　そこはりんご組の教室。布団の中で寝ていたのはワ
ラタだけです。みんな三時のおやつを食べていました。
やっちゃんとみおちゃんは、夢の中での言い合いを、
ドーナツをほおばりながら続けていました。ワラタも
起きてドーナツを一個食べると、笑って言いました。
「ボクは『笑う』に『太い』で笑太だよ！」

　今年の１０月２０日で２０周年を迎える児童会館ですが、その開館の初めから、とって
もお世話になっている石川博行先生をご紹介します。ちょっと強面の石川先生ですが、現
在は太田市立北中学校にお勤めです。
　１１月３日は、「驚異！火山のお話」がテーマのスペシャルサイエンスショー。群馬県か
ら世界の火山まで、噴火の瞬間や噴火後の映像や先生自作のパワーポイントを盛り込み
ながら、火山の構造や性格を解説していました。また、先生がご自分で収集された全国の
火山岩も展示し、触れる事もできました。参加していた小学校６年生の男の子に感想を聞
いたところ、「もし富士山が噴火したら、関東や東北まで被害がいくから大変だ！！」と真
剣な顔で答えてくれました。また、お孫さんと一緒に参加していたおじいちゃんは「雲仙

など聞いたことのある山があった。楽しかった。」と笑顔で答えてくれました。
　平成１５年度から始まった石川先生のスペシャルサイエンスショーですが、静電気や音、圧力、色水など様々なテーマを取り上
げて開催してきました。それ以前は「こども実験室」として他の先生方とカルメ焼き、アイスクリーム、万華鏡、笛や太鼓などを子ど
も達と製作をしてきました。「試作が大変だった。特にエレキギターの時。万華鏡なんて銀鏡反応を使って鏡まで作ったし。時間も
お金も食うんだ！」と懐かしそうにお話ししてくれました。
　テーマを選ぶ時のポイントをお聞きしたところ、「小さい子どもに説明がしきれるもの。ヘェ～、アッ！と思わせるもの。装置な
どのつくりが複雑なものはダメ。理解に終始してしまい、楽しさの種がまけないから。」との事でした。「イメージが固まればパワー
ポイントなどでまとめればいい。でも、こどもの国の設備や道具立て、４０分間をテーマに沿ってまとまりのあるものにするのは
難しいんだよ。」とも。「始めちゃった以上、何だかずっと続いてる感じですよ。」とちょっと困ったように話す石川先生ですが、これ
からも、子ども達の好奇心をくすぐるようなサイエンスショーを続けてくださいね。

・紙コップ（2個）　　・ビニールテープ　　・ペンシルバルーン
・あなあけパンチ　　・プラスチックのリング 
・カッター　　　　　・えんぴつ、色ペン

紙コップの、飲みくちがわ
にあなあけパンチであな
をあける。

❶
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ペンシルバルーンをコップの
底にさしこみビニールテープ
でとめたらできあがり ！！

❺
そこ
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2個とも紙コップの底を
カッターでくりぬく。
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ひと

ちゃんと
きこえるかな？

も

とき
持ちはこぶ

時は、リングを

はめてね

えん

う

100円ショップ
などに
売ってるよ

　サイエンスワンダーランドでは「スペシャルサイエンスショー」、職員解説の「プチサイエンスショー」、「科学工作」などを定期的
に開催しています。今回は「石川先生のスペシャルサイエンスショー」と科学工作「もしもしバルーンをつくろう」をご紹介します。

ぐんまこどもの国児童会館　サイエンスプログラムのご紹介

さくら ば   やす   き さい ざき  みお

ワラ   タ



休　館　日
１月…４日（月）・１２日（火）・１８日（月）・２５日（月）
２月…１日（月）・   ８日（月）・１５日（月）・２２日（月）
３月…１日（月）・   ８日（月）・１５日（月）・２３日（火）・２９（月）

ぐんまこどもの国児童会館ぐんまこどもの国児童会館
〒373-0054　群馬県太田市長手町 480
TEL. 0276（25）0055　FAX. 0276（25）0059
URL  http://www.kodomonokuni.or.jp/
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　発電所にはどんな種類があるか知ってる？
色々な発電を上手に組み合わせ、環境を守り
ながら電気をつくり、発電した電気量にあわ
せてバランスよく電気を使います。発電量や
消費量によって真ん中の地球の明るさが変わ
る体験型展示だ
よ！みんなは「き
れいな地球」をつ
くる事ができるか
な？この機会に、
ぜひ体験してね！

2010.1.15第28号
発行／財団法人群馬県児童健全育成事業団

あけまして おめでとうございます
本年もみなさまのご来館を、心よりおまちしております！

ぐんまこどもの国児童会館　スタッフ一同

　明橋先生の講演は、どこでも大人気！ほっとするアドバイス、わきあが
る笑い声！お母さん、お父さんたちに元気を与え続けています。著書の「子
育てハッピーアドバイス」はシリーズ300万部を突破しています。

【講　師】明橋 大二先生（真生会富山病院心療内科部長）
【開催日】2月23日（火）
【時　間】１３：３０～１５：３０（受付１３：１５～）
【会　場】多目的ホール
【対　象】児童健全育成関係者及び一般
【定　員】300名（先着順）
【事前申込】1月15日（金）～　
【共催】群馬県児童館連絡協議会
【後援】群馬県民生委員児童委員協議会・ ぐんま地域活動連絡協議会　　　

【日　時】３月７日（日）１３：３０～（約1時間）
【会　場】多目的ホール
【定　員】約２００名
【観覧料】無料
【観覧方法】当日、直接会場へお越しください。　　　　
【出　演】太鼓と芝居のたまっ子座　　

※託児を行います（先着２０名、事前申込み）。詳細はお問い合わせください。
◎一般の方もぜひどうぞ。　◎講演会終了後に書籍の販売、サイン会を実施します。

　11月26日・12月6日にボランティア養成講座
「バルーンでぼうしをつくっちゃおう！」を開催し
ました。今回のテーマは帽子。
　帽子作りは、難易度が高いということで、基本の
‘犬’が作れる人を対象に行いました。講師は、当館ボランティ
アの飯塚千砂さんで、じっくり時間をかけて教えてくださいま
した。キュッキュと音を立てながらバルーンを扱うみなさんの
目は真剣です。時には「パァン！」とバルーンが割れてしまって
も、色々な作品にチャレンジしていました。できあがった帽子

はとても目を引き、イベントで活躍
すること間違いなし！！作り方を応
用すると、クリスマスツリーにもな
るそう。色々な技を習得して、自分
なりにアレンジして作るのも楽し
いかもしれませんね。

　初！！企画投影　おじいちゃんとおばあちゃんのプラネタリ
ウム～懐かしい音楽を聞きながら満天の星空を眺めよう～を開
催しました！！昨年の３月末にリニューアルしたプラネタリウ
ムをもっと幅広い年齢層の方に楽しんでもらえたら、という思
いを込めたこちらの企画ですが、12月12日に、太田市内の老人
クラブ連合会の皆さん他170名ほどの参加がありました。
　冬の星空解説やアポロ11号の映像、そして、アコーディオン
とキーボード、オカリナの生演奏にのせて、「見
上げてごらん夜の星を」や「ふるさと」などの、
若かりし頃？を懐かしんで、当時の歌謡曲や童
謡を皆さんも一緒に大熱唱した１時間でした。

　ぐんまこどもの国児童会館には、職員と共に現場に入
り活躍している補助指導員がいます。子ども達にとって
は、お兄さん、お姉さん的な存在です。今回は、その中から
群馬県立県民健康科学大学４年の五十嵐愛実さん、石川
瑠莉さんを紹介します。

Q補助指導員になったきっかけは？
五十嵐 ：子どもが好きだから。小さい頃よく遊び
に来ていた施設で働きたいと思ったから。
石　川 ：埼玉出身ですが、よく遊びに来ていまし
た。思い出の詰まった場所で、何かできたらいい
なと思いました。
Q実際に仕事をしてみて、どうでしたか？
五十嵐 ：多くの子ども達とふれ合うことができ、
楽しくお仕事させていただいてます。子どもの目
線で接すること、保護者への配慮の大切さを学び
ました。 
石　川 ：楽しく子ども達や保護者との接し方を
学び、仕事をすると同時に私自身も童心に返り遊
びに関する知識を学べて充実しています。

Q一番印象に残っているのはどんなことですか？
五十嵐 ：小さな子から折り紙のプレゼントをも
らったり、作品が完成した時に「できたよ」と見せ
に来た時の笑顔が、印象に残っていて大好き。
石　川 ：工作やパソコンで困っているとき遊び
方を教えてあげると、たちまち笑顔になっていく
瞬間。こちらもうれしくなって、心が和みます。
Q３月に卒業ですが、どんな道にすすみますか？
五十嵐 ：県内の小児病院で。児童会館での経験を
生かし、子ども達に笑顔を与えられる看護師にな
りたいです。
石　川 ：都内の小児病院で看護師として働きま
す。いつかは、保健師として働いてみたいです。

「バルーンでぼうしをつくっちゃおう！」

　今回は１１月１４日（土）に鎌田児童館で行われ
た群馬県内児童館ミニフェスティバル（移動児童
館あそびの出前事業）の様子をご紹介します。

　こちらは今年度初めて行われた事業で、１０月にぐんまこどもの国児童会館で行われた「群馬県
内児童館フェスティバル」内で実施した「ケーキマグネットの工作」と県内の８児童館が提供して
下さった「リサイクル工作」を持参し、「どろだんごのおっちゃん」こと三波川ふるさと児童館あそ
びの学校の山崎先生を迎えての「どろだんごの色遊び」など盛りだくさんの内容で開催しました。
　当日はインフルエンザの影響でいつもより参加人数が少ないという
ものの、４０人ほどの子ども達や保護者の方が駆けつけてくれました！

鎌田児童館
利根郡片品村鎌田 3946－1

1月

2月

3月

23日（土）  なわとび
24日（日）  なわとび

6日（土）  なわとび
7日（日）  なわとびで
　　　    遊ぼう！
27日（土）  一輪車
28日（日）  一輪車

13日（土）  卓球

※W.S.「ダブルダッチ
にチャレンジ！」があるよ 
 

寒い冬こそ、体を動かし
てあそぼう！

体を動かして
あそぼう！

多目的ホールで、
遊べます。

旅立つ補助指導員旅立つ補助指導員

～子育てがラクになるコツ教えます～

（真生会富山病院心療内科部長）

ぐんま地域活動連絡協議会 　　

※託児を行います（先着２０名、事前申込み）。詳細はお問い合わせください。
◎一般の方もぜひどうぞ。　◎講演会終了後に書籍の販売、サイン会を実施します。

巡回展示   バランスグローブ

【開催期間】平成21年12月8日（火）～
　　　   平成22年4月15(木）
【場　所】1階サイエンスワンダーランド
【協　賛】財団法人つくば科学万博記念財団

～子育てがラクになるコツ教えます～

児童健全
育成講演会

五十嵐さん 石川さん

４月からは社会人として旅立つ２人。やさしい看護師として、ご活躍されることをお祈りいたします。

ボランティアによるボランティア養成講座

泥だんごの色あそびコーナー

みんな真剣！ 皿回しコーナーかわいい作品ができたよ

リサイクル工作コーナー

直接手にとって遊べます

こども観劇会

９：３０～１７：００

あけまして おめでとうございます

】当日、直接会場へお越しください。　　　　


