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～愛称発表・式典の様子～ 

●命名の理由 
　知恵の象徴（ＯＷＬ）の赤ちゃん（Ｂaby）！ 
　(命名者　橋本博子さん) 
 

ア ウ ル  

ぐん
まウォーターフェア

7月30日（金）～8月1日（日） 
時間：9：30～17：00（最終日は16：30まで） 
場所：多目的ホール 
主催：群馬県 
 

応募方法　所定の応募票を添付し、郵便または児童会館まで持参してください。 

募集期間　8月1日（日）～9月5日(日) 必着 

そ の 他　作品は未発表のものとします。応募作品審査を行い各部門ごとに賞を設け、 
 賞状等を贈ります。表彰式を11月21日（日）に行う予定です。 
 

8月1日（日） 
時間：11:00～12:00 
　　　13:30～15:00 
場所：第1研修室 
 

8月20日（金） 
 21日（土） 
時間：13:00～15:00 
場所：第2研修室 

ジュニアスタッフ 

おばけやしき 夏 祭 り  

休 館 日  
7月…5日（月）・12日（月）・20日（火）・26日（月） 
8月…2日（月）・  9日（月）・16日（月）・23日（月）・30日（月） 
9月…6日（月）・13日（月）・21日（火）・27日（月） 
 

〒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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　　　　　 絵　画 
「ぼくの夢、わたしの夢」 
四つ切り画用紙（約39㎝×54㎝） 
18歳未満 
いずれも群馬県内居住又は通学、通勤する方 
 

　　　　　童　話 
創作童話（テーマは自由） 
400字詰め原稿用紙10枚以内 
小学生以上18歳未満 
 

紹介します 
5月5日こどもの日にオープンした、 
太田市こども館を紹介します。 

　太田市こども館は、子育て支援・こども絵本・天体観測の3エ
リアからなる複合的施設として建設されました。 
　子育て支援室には、乳幼児向けの遊具が配置され、親子で楽
しく遊べます。また相談員の先生も常駐してくれているので、子
どもを遊ばせながら、子育ての不安や心配事も気軽にお話しで
きます。 
　えほん室には、たくさんの絵本や童話がそろっていて、自由に
見ることができます。この日は「おはなしのへや」を開催してい

ました。専用の部屋で
の読み聞かせは、日常
を離れ、子どもたちを
想像豊かな絵本の世
界へと案内してくれる
ようでした。絵本は、
準備が整い次第、貸出

も始まるとのこと。今から待
ち遠しいですね。 
　また、2階の天体かんそく
室には、30㎝反射式天体望
遠鏡と太陽専用望遠鏡があります。この日「昼間の星を見てみ
よう」では、スッキリと晴れた青空に金星を見ることができました。
金星は月と同じように満ち欠けをする
そうです。 
　みなさんもぜひ、太田市こども館に遊
びに行って、実際に望遠鏡をのぞいたり、
色々な絵本を楽しんでみてください。 

　ぐんまこどもの国児童会館では、県内にある児童館等の健全
育成団体に対し、遊具の貸し出しを行っています。 
　今回は、その中から「カプラ」を紹介します。「カプラ」は、手
の平にのるほどの小さな木片で、厚み、横、縦の比率が、1：3：15
でできています。とてもシンプルな積み木ですが、組み合わせる
と、どんな形でも作り出せるので、「魔法の積み木」と呼ばれて
います。児童会館でも、休日等に遊べることがありますが、数時間
かけてじっくり遊ぶ親子がいたり、遊べる日の問い合わせもある
人気遊具です。　 

　あそび方は自由ですが、人が入れるほどの「かまくら」や、芸
術的な作品に挑戦する人もたくさんいます。１０００ピース入りが
4箱ありますので、興味のある方は、電話または来館し空き状況
をお問い合わせください。貸出期間は、運搬を含めて3ヶ月以内、
費用は無料ですが運搬にかかる費用はご負担願います。 

昼間の星を見てみよう おはなしのへや 

活動されている様子 

こども館 

貸し出し遊具 「カプラ」 

生き生きボランティア生き生きボランティア6 20 父と子のふれあい自然活動 

お問い合わせ 
太田市こども館　 
太田市城西町91番 
電話 0276ー57ー8010

　6月20日（日）、東毛少年自然の家で、17組の親子が焼きまん
じゅう作りとオリエンテーリングに挑戦しました。天気が心配さ
れましたが、みんなの願いがかない、当日は見事に晴れました。 
　上州名物「焼きまんじゅう」。食べる機会は多くても、生地か
ら作ることは滅多にないですよね？材料をまぜて生地を練り上げ、
ねかせて、蒸して・・・、お父さんと協力して、こんがりおいし～い
焼きまんじゅうができあがりました。自分で作った焼きまんじゅう
は、もう格別！一緒に具だくさんのすいとんもいただき、次はオリ
エンテーリングへ出発です！！ 山の中にある‘印’を探していざ山
頂へ。この日は蒸し暑く汗ダラダラで、ちょっぴり大変だったけど
茶臼山の頂上まで無事到達しました。みんないい顔してました！ 

焼きまんじゅうとオリエンテーリング 
 今回 は、プレイルームに登録されている北村美余子さん
をご紹介します。 
 
Ｑ.児童会館のボランティアを始めたきっかけは？ 
　　あんまり昔のことなので忘れかけています。たぶん・・・子育
て情報に精通している友達に誘われたことと思います。 

Ｑ.いろいろな催しにご協力いただいていますが、活動してみて
の感想はありますか？ 

 　 こどもの国の職員さんがいろいろなイベントを考案するので、
そそられて参加してます。児童の興味の移り変わりを知るなど、
時代遅れにならない（？）でいられる喜びがあります。 

Ｑ.長く活動されていますが、秘訣はありますか？ 
 　娘 の受験、仕事の負担、親の介護、どれも自分と切り離せま
せんでした。だから、無理せず 

　『一緒に楽しむ』これだけ！！ 
 
　児童会館での活動も18年。
この日は、「父と子のふれあい自
然活動」の開催日で、朝からご
協力いただきました。これから
もよろしくお願いします。 

ジュニアスタッフ 

 



 

0～2ヶ月 
・お母さんの肌のにおい、感触、声な
どを「快感」として楽しむことを覚え、
愛着の絆を結ぶ基礎となる。 

・ほ乳の時は抱いて、目を見たり話し
かける。 

・くすぐったり、指の間に手をいれ揺
するなど。特別なことでなく赤ちゃ
んが楽しんでできること。様子をみ
ながら赤ちゃんが喜ぶこと。 

2～6ヶ月 
・6ヶ月までが、愛着の絆を結
ぶために最も大切な時期。 

・赤ちゃんからの笑顔や声か
けには、言葉で応え、できる
だけ関わりをもつことが大切。 

・物を使った遊び。（相手をす
る大人が必要） 
・いないいないばぁ、ガラガラ
など。 

・お散歩しながら話しかけたり、
色々なものを見たりなど。 

※ＴＶを見せても、言葉を覚えるという
ことはない。 

6～8ヶ月 
・音声を聞き分ける脳神
経が発達する時期。 

・音楽を聴かせたり、たく
さん話しかけることが大
切。 

・繰り返しの遊び、身体の
動きと一緒になった歌や
言葉あそびなど。 

・ぎったんばっこんなど。 

8～10ヶ月 
・自分を守り育ててくれる
人と見慣れない人との
区別がつき始める時期。 

・人見知りを始めるという
ことは、愛着の絆が結ば
れた証拠。 

・わらべ歌、かくれんぼ、
鬼ごっこなど。 

夏休みの自由研究にどうかな？夏休みの自由研究にどうかな？夏休みの自由研究にどうかな？
　5／29（土）に、おもしろ科学教室「ダンゴムシと遊ぼう！」を開催しました。なんでダンゴムシ！？と思うかも
しれませんが、先生のお話しを聞くとこれがなかなか興味深く、「え～そうなの？」って感心するばかりでした。 
　参加してくれたお友達はダンゴムシの不思議を調べたり、飼い方を学んだりと自然の大切さも学びました。
そこで夏休みの自由研究のヒントに、おもしろ科学教室「ダンゴムシと遊ぼう！」の一部を紹介します！  
 

1 ダンゴムシをつかまえよう
（野外活動）

・ダンゴムシはどんな場所にいるかな？ 

①水辺 ②落ち葉や石の下 
　（植木鉢の下など） 

③木の上 

答えは 
一番下を見てね。 

答えは 
一番下を見てね。 

2 ダンゴムシのからだクイズ
・からだはかたい（①　  　）におおわれています。 

・あしの数・・・（②　　　）本 

・危険がせまったり、からだが 
　乾燥したりすると体を（③　　　　　　） 

・体が大きくなると（④　　　　　　）する。 

・オスとメスの見分け方 
　からだに黄色いはん点があるのが（⑤　　　） 
 

 

3 ダンゴムシのすみかと
たべもの

5 迷路をつくってダンゴムシのすすみかたを研究しょう！

・直射日光があたらないところ 

・風通しのいい場所 

・たべものは落ち葉や虫の死がい 

 

ダンゴムシは、すすみかたに習性があるようです？どんな習性かな？ 

① あつ紙や木へんで迷路をつくります。 
　（迷路は右の写真と同じようにつくってみてネ。この迷路には 
　　ダンゴムシがゴールにたどりつく秘密があるよ！） 

② ダンゴムシを歩かせます。 

③ 繰り返し実験して習性を発見しよう。 

 

 

4 ダンゴムシのおうちをつくろう

 

 

① ペットボトルに腐葉土をいれます。 

② 石などを入れて隠れ場所をつくりましょう。 

③ 乾燥しないように霧吹きでしめらせます。 
 　（ダンゴムシにはかけないでね） 

④ 落ち葉や煮干し、
かつお節などをす
こしずつ入れて食
べる様子を観察し
よう。 

答え１．② 
　　２．①こうら　②左右7本ずつ、全部で14本　③丸くする　④脱皮　⑤メス 
 

こどもの発達と愛着について 
～愛着を深める、あそび方～ 

いきいきママ講座 
 

　5月21日（金）のいきいきママ講座では、臨床心理士の野原玲奈
先生にお話しをしていただきました。 
　野原先生は、近郊の中学でスクールカウンセラーとして活動な
さっています。先生は、もっと早い時期に子ども達と関われていれ
ばよかった思うことが多いそうです。不登校や問題行動は子ども
の訴えであり、知性だけでなく、情緒を大事に育てていくことの必
要性を意味しているからだそうです。「情緒を大事に育てる」には、
幼少期の「愛着」がとても大切だと先生はおっしゃいます。 
　「愛着」とは、人に対し心をつなぐこと、この愛着は、特定の時期
に発達させないと「心の発達」に大きな影響がでてきてしまいます。
そこで、大きく関係してくるのが、「脳の発達」です。赤ちゃんの脳

は6才までに、大人の脳の90％の大きさになり、最初の2年間で75
％発達します。だから２～３才までが、大事な時期ということがわか
ってきます。また、赤ちゃんの脳が成長するのに、話したり、人と触
れ合ったりして刺激をうけることがとても大切です。これは、愛着
の形成にも必要なことなのです。 
　大切なのは、あったかさと安心、つながっていると思えること。子
ども達は人と関わることで言葉や、情緒的に意味のあるやりとりを
学びます。これから紹介するのは、子どもの発達、年齢による行動
の意味。知っていれば不安になることも少なく子どもの気持ちを
受け止めながらやっていけるのでは？というポイントです。 

　子どもにとって遊びとは気持ちや考えを表現する最も自然なもの。だからこそ少しの時間でも、子どもと一緒に遊ぶことは大切で
す。遊びの中から、その子の気持ちの表現をくみ取り、遊びを通してその子が成長していくのを助けていければいいですね！ 
　また、なによりも大切なことは、お母さんが安心して幸せに過ごせること。一人で抱え込まないで、家族や地域の方たちと一緒に子
育てをしていくことです。そして、完璧なお母さんを目指さない！ほどよい母親が子どもにとっては一番のお母さんです。 

0～2ヶ月 
・お母さんの肌のにおい、感触、声など
を「快感」として楽しむことを覚え、愛
着の絆を結ぶ基礎となる。 
・ほ乳の時は抱いて、目を見たり話しか
ける。 

・くすぐったり、指の間に手をいれ揺す
るなど。特別なことでなく赤ちゃんが
楽しんでできること。様子をみながら 

2～6ヶ月 
・６ヶ月までが、愛着の絆を結ぶために
最も大切な時期。 
・赤ちゃんからの笑顔や声かけには、言
葉で応え、できるだけ関わりをもつこ
とが大切。 

・物を使った遊び。（相手をする大人が
必要） 

・いないいないばぁ、ガラガラなど。 
・お散歩しながら話しかけたり、色々な
ものを見たりなど。 

※ＴＶを見せても、言葉を覚えるということはない。 

6～8ヶ月 
・音声を聞き分ける脳神経が発達する
時期。 
・音楽を聴かせたり、たくさん話しかけ
ることが大切。 

・繰り返しの遊び、身体の動きと一緒に
なった歌や言葉あそびなど。 
・ぎったんばっこんなど。 

8～10ヶ月 
・自分を守り育ててくれる人と見慣れ
ない人との区別がつき始める時期。 
・人見知りを始めるということは、愛着
の絆が結ばれた証拠。 

・わらべ歌、かくれんぼ、鬼ごっこなど。 

10ヶ月～1才半 
・環境に興味を示し始め、探究しようと
する時期。 
・「自己」と「他の観念」が分かってく
る時期。子どもの欲求を先取りしない。 
・子どもの欲求を先取りしすぎてしまう
と、自分の思いどおりに動いてくれる
のがあたりまえと勘違いしてしまう。
子どもの思い、行動を待ってあげるこ
とが大切。 

・物を落として拾う遊び。 
　段ボール（トンネル）、絵本など。 

 

10ヶ月～1才半 
・環境に興味を示し始め、探究しようと
する時期。 

・「自己」と「他の観念」が分かってくる
時期。子どもの欲求を先取りしない。 

・子どもの欲求を先取りしすぎてしまうと、
自分の思いどおりに動いてくれるのが
あたりまえと勘違いしてしまう。子ども
の思い、行動を待ってあげることが大切。 

・物を落として拾う遊び。 
　段ボール（トンネル）、絵本など。 

1才半～３才 
・脳の活発な成長から、イライラが生じる
「第1反抗期」。（脳の正常な発達のな
ので、あまり心配しなくてもＯＫ） 

お母さん自身の感情が不安定な時は叱
らず、子どもの目線で抱きしめ、ダメなこ
とを教える。子どもが処理できるかたちで
気持ちを返してあげると、イライラしても
自分の気持ちは落ちつくということを知
ることができ、その繰り返しで気持ちをコ
ントロールできるようになっていく。 

・探索遊び、ごっこ遊び 
※ＴＶを一緒に見る。長時間は見せない。 
　（人との関わりを持たせることが一番） 

3才～5才 
・社会との関わりが生まれる「幼年期」。 
・脳の発達は緩やかなものになり、精神
的にも安定してくる。 

・親以外の人間関係を結べるようになる。 

・探索遊び、やりとり遊び、ごっこ遊び、絵
本など。 

野原先生が専門としているプレイセラピーからのヒント！ 

ワーク 「タッピング」の紹介 
①肩胛骨に手のひらを5秒くらいあてて温める。 

②指先で1秒くらいの間隔で背中全体を、しばらくトントンとする。 

③最後に、もう一度背中に手をあてて温めさすってあげる。 

 

気持ちをリラックスさせ、 
お互いの人間関係をよくする方法。 
 

 



 

0～2ヶ月 
・お母さんの肌のにおい、感触、声な
どを「快感」として楽しむことを覚え、
愛着の絆を結ぶ基礎となる。 

・ほ乳の時は抱いて、目を見たり話し
かける。 

・くすぐったり、指の間に手をいれ揺
するなど。特別なことでなく赤ちゃ
んが楽しんでできること。様子をみ
ながら赤ちゃんが喜ぶこと。 

2～6ヶ月 
・6ヶ月までが、愛着の絆を結
ぶために最も大切な時期。 

・赤ちゃんからの笑顔や声か
けには、言葉で応え、できる
だけ関わりをもつことが大切。 

・物を使った遊び。（相手をす
る大人が必要） 
・いないいないばぁ、ガラガラ
など。 

・お散歩しながら話しかけたり、
色々なものを見たりなど。 

※ＴＶを見せても、言葉を覚えるという
ことはない。 

6～8ヶ月 
・音声を聞き分ける脳神
経が発達する時期。 

・音楽を聴かせたり、たく
さん話しかけることが大
切。 

・繰り返しの遊び、身体の
動きと一緒になった歌や
言葉あそびなど。 

・ぎったんばっこんなど。 

8～10ヶ月 
・自分を守り育ててくれる
人と見慣れない人との
区別がつき始める時期。 

・人見知りを始めるという
ことは、愛着の絆が結ば
れた証拠。 

・わらべ歌、かくれんぼ、
鬼ごっこなど。 

夏休みの自由研究にどうかな？夏休みの自由研究にどうかな？夏休みの自由研究にどうかな？
　5／29（土）に、おもしろ科学教室「ダンゴムシと遊ぼう！」を開催しました。なんでダンゴムシ！？と思うかも
しれませんが、先生のお話しを聞くとこれがなかなか興味深く、「え～そうなの？」って感心するばかりでした。 
　参加してくれたお友達はダンゴムシの不思議を調べたり、飼い方を学んだりと自然の大切さも学びました。
そこで夏休みの自由研究のヒントに、おもしろ科学教室「ダンゴムシと遊ぼう！」の一部を紹介します！  
 

1 ダンゴムシをつかまえよう
（野外活動）

・ダンゴムシはどんな場所にいるかな？ 

①水辺 ②落ち葉や石の下 
　（植木鉢の下など） 

③木の上 

答えは 
一番下を見てね。 

答えは 
一番下を見てね。 

2 ダンゴムシのからだクイズ
・からだはかたい（①　  　）におおわれています。 

・あしの数・・・（②　　　）本 

・危険がせまったり、からだが 
　乾燥したりすると体を（③　　　　　　） 

・体が大きくなると（④　　　　　　）する。 

・オスとメスの見分け方 
　からだに黄色いはん点があるのが（⑤　　　） 
 

 

3 ダンゴムシのすみかと
たべもの

5 迷路をつくってダンゴムシのすすみかたを研究しょう！

・直射日光があたらないところ 

・風通しのいい場所 

・たべものは落ち葉や虫の死がい 

 

ダンゴムシは、すすみかたに習性があるようです？どんな習性かな？ 

① あつ紙や木へんで迷路をつくります。 
　（迷路は右の写真と同じようにつくってみてネ。この迷路には 
　　ダンゴムシがゴールにたどりつく秘密があるよ！） 

② ダンゴムシを歩かせます。 

③ 繰り返し実験して習性を発見しよう。 

 

 

4 ダンゴムシのおうちをつくろう

 

 

① ペットボトルに腐葉土をいれます。 

② 石などを入れて隠れ場所をつくりましょう。 

③ 乾燥しないように霧吹きでしめらせます。 
 　（ダンゴムシにはかけないでね） 

④ 落ち葉や煮干し、
かつお節などをす
こしずつ入れて食
べる様子を観察し
よう。 

答え１．② 
　　２．①こうら　②左右7本ずつ、全部で14本　③丸くする　④脱皮　⑤メス 
 

こどもの発達と愛着について 
～愛着を深める、あそび方～ 

いきいきママ講座 
 

　5月21日（金）のいきいきママ講座では、臨床心理士の野原玲奈
先生にお話しをしていただきました。 
　野原先生は、近郊の中学でスクールカウンセラーとして活動な
さっています。先生は、もっと早い時期に子ども達と関われていれ
ばよかった思うことが多いそうです。不登校や問題行動は子ども
の訴えであり、知性だけでなく、情緒を大事に育てていくことの必
要性を意味しているからだそうです。「情緒を大事に育てる」には、
幼少期の「愛着」がとても大切だと先生はおっしゃいます。 
　「愛着」とは、人に対し心をつなぐこと、この愛着は、特定の時期
に発達させないと「心の発達」に大きな影響がでてきてしまいます。
そこで、大きく関係してくるのが、「脳の発達」です。赤ちゃんの脳

は6才までに、大人の脳の90％の大きさになり、最初の2年間で75
％発達します。だから２～３才までが、大事な時期ということがわか
ってきます。また、赤ちゃんの脳が成長するのに、話したり、人と触
れ合ったりして刺激をうけることがとても大切です。これは、愛着
の形成にも必要なことなのです。 
　大切なのは、あったかさと安心、つながっていると思えること。子
ども達は人と関わることで言葉や、情緒的に意味のあるやりとりを
学びます。これから紹介するのは、子どもの発達、年齢による行動
の意味。知っていれば不安になることも少なく子どもの気持ちを
受け止めながらやっていけるのでは？というポイントです。 

　子どもにとって遊びとは気持ちや考えを表現する最も自然なもの。だからこそ少しの時間でも、子どもと一緒に遊ぶことは大切で
す。遊びの中から、その子の気持ちの表現をくみ取り、遊びを通してその子が成長していくのを助けていければいいですね！ 
　また、なによりも大切なことは、お母さんが安心して幸せに過ごせること。一人で抱え込まないで、家族や地域の方たちと一緒に子
育てをしていくことです。そして、完璧なお母さんを目指さない！ほどよい母親が子どもにとっては一番のお母さんです。 

0～2ヶ月 
・お母さんの肌のにおい、感触、声など
を「快感」として楽しむことを覚え、愛
着の絆を結ぶ基礎となる。 
・ほ乳の時は抱いて、目を見たり話しか
ける。 

・くすぐったり、指の間に手をいれ揺す
るなど。特別なことでなく赤ちゃんが
楽しんでできること。様子をみながら 

2～6ヶ月 
・６ヶ月までが、愛着の絆を結ぶために
最も大切な時期。 
・赤ちゃんからの笑顔や声かけには、言
葉で応え、できるだけ関わりをもつこ
とが大切。 

・物を使った遊び。（相手をする大人が
必要） 
・いないいないばぁ、ガラガラなど。 
・お散歩しながら話しかけたり、色々な
ものを見たりなど。 

※ＴＶを見せても、言葉を覚えるということはない。 

6～8ヶ月 
・音声を聞き分ける脳神経が発達する
時期。 
・音楽を聴かせたり、たくさん話しかけ
ることが大切。 

・繰り返しの遊び、身体の動きと一緒に
なった歌や言葉あそびなど。 
・ぎったんばっこんなど。 

8～10ヶ月 
・自分を守り育ててくれる人と見慣れ
ない人との区別がつき始める時期。 
・人見知りを始めるということは、愛着
の絆が結ばれた証拠。 

・わらべ歌、かくれんぼ、鬼ごっこなど。 

10ヶ月～1才半 
・環境に興味を示し始め、探究しようと
する時期。 
・「自己」と「他の観念」が分かってく
る時期。子どもの欲求を先取りしない。 
・子どもの欲求を先取りしすぎてしまう
と、自分の思いどおりに動いてくれる
のがあたりまえと勘違いしてしまう。
子どもの思い、行動を待ってあげるこ
とが大切。 

・物を落として拾う遊び。 
　段ボール（トンネル）、絵本など。 

 

10ヶ月～1才半 
・環境に興味を示し始め、探究しようと
する時期。 

・「自己」と「他の観念」が分かってくる
時期。子どもの欲求を先取りしない。 

・子どもの欲求を先取りしすぎてしまうと、
自分の思いどおりに動いてくれるのが
あたりまえと勘違いしてしまう。子ども
の思い、行動を待ってあげることが大切。 

・物を落として拾う遊び。 
　段ボール（トンネル）、絵本など。 

1才半～３才 
・脳の活発な成長から、イライラが生じる
「第1反抗期」。（脳の正常な発達のな
ので、あまり心配しなくてもＯＫ） 

お母さん自身の感情が不安定な時は叱
らず、子どもの目線で抱きしめ、ダメなこ
とを教える。子どもが処理できるかたちで
気持ちを返してあげると、イライラしても
自分の気持ちは落ちつくということを知
ることができ、その繰り返しで気持ちをコ
ントロールできるようになっていく。 

・探索遊び、ごっこ遊び 
※ＴＶを一緒に見る。長時間は見せない。 
　（人との関わりを持たせることが一番） 

3才～5才 
・社会との関わりが生まれる「幼年期」。 
・脳の発達は緩やかなものになり、精神
的にも安定してくる。 

・親以外の人間関係を結べるようになる。 

・探索遊び、やりとり遊び、ごっこ遊び、絵
本など。 

野原先生が専門としているプレイセラピーからのヒント！ 

ワーク 「タッピング」の紹介 
①肩胛骨に手のひらを5秒くらいあてて温める。 

②指先で1秒くらいの間隔で背中全体を、しばらくトントンとする。 

③最後に、もう一度背中に手をあてて温めさすってあげる。 

 

気持ちをリラックスさせ、 
お互いの人間関係をよくする方法。 
 

 



ぐんまこどもの国児童会館 

次世代を担う子どもたちが 
未来にみる夢を募集します 
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～愛称発表・式典の様子～ 

●命名の理由 
　知恵の象徴（ＯＷＬ）の赤ちゃん（Ｂaby）！ 
　(命名者　橋本博子さん) 
 

ア ウ ル  

ぐん
まウォーターフェア

7月30日（金）～8月1日（日） 
時間：9：30～17：00（最終日は16：30まで） 
場所：多目的ホール 
主催：群馬県 
 

応募方法　所定の応募票を添付し、郵便または児童会館まで持参してください。 

募集期間　8月1日（日）～9月5日(日) 必着 

そ の 他　作品は未発表のものとします。応募作品審査を行い各部門ごとに賞を設け、 
 賞状等を贈ります。表彰式を11月21日（日）に行う予定です。 
 

8月1日（日） 
時間：11:00～12:00 
　　　13:30～15:00 
場所：第1研修室 
 

8月20日（金） 
 21日（土） 
時間：13:00～15:00 
場所：第2研修室 

ジュニアスタッフ 

おばけやしき 夏 祭 り  

休 館 日  
7月…5日（月）・12日（月）・20日（火）・26日（月） 
8月…2日（月）・  9日（月）・16日（月）・23日（月）・30日（月） 
9月…6日（月）・13日（月）・21日（火）・27日（月） 
 

〒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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　　　　　 絵　画 
「ぼくの夢、わたしの夢」 
四つ切り画用紙（約39㎝×54㎝） 
18歳未満 
いずれも群馬県内居住又は通学、通勤する方 
 

　　　　　童　話 
創作童話（テーマは自由） 
400字詰め原稿用紙10枚以内 
小学生以上18歳未満 
 

紹介します 
5月5日こどもの日にオープンした、 
太田市こども館を紹介します。 

　太田市こども館は、子育て支援・こども絵本・天体観測の3エ
リアからなる複合的施設として建設されました。 
　子育て支援室には、乳幼児向けの遊具が配置され、親子で楽
しく遊べます。また相談員の先生も常駐してくれているので、子
どもを遊ばせながら、子育ての不安や心配事も気軽にお話しで
きます。 
　えほん室には、たくさんの絵本や童話がそろっていて、自由に
見ることができます。この日は「おはなしのへや」を開催してい

ました。専用の部屋で
の読み聞かせは、日常
を離れ、子どもたちを
想像豊かな絵本の世
界へと案内してくれる
ようでした。絵本は、
準備が整い次第、貸出

も始まるとのこと。今から待
ち遠しいですね。 
　また、2階の天体かんそく
室には、30㎝反射式天体望
遠鏡と太陽専用望遠鏡があります。この日「昼間の星を見てみ
よう」では、スッキリと晴れた青空に金星を見ることができました。
金星は月と同じように満ち欠けをする
そうです。 
　みなさんもぜひ、太田市こども館に遊
びに行って、実際に望遠鏡をのぞいたり、
色々な絵本を楽しんでみてください。 

　ぐんまこどもの国児童会館では、県内にある児童館等の健全
育成団体に対し、遊具の貸し出しを行っています。 
　今回は、その中から「カプラ」を紹介します。「カプラ」は、手
の平にのるほどの小さな木片で、厚み、横、縦の比率が、1：3：15
でできています。とてもシンプルな積み木ですが、組み合わせる
と、どんな形でも作り出せるので、「魔法の積み木」と呼ばれて
います。児童会館でも、休日等に遊べることがありますが、数時間
かけてじっくり遊ぶ親子がいたり、遊べる日の問い合わせもある
人気遊具です。　 

　あそび方は自由ですが、人が入れるほどの「かまくら」や、芸
術的な作品に挑戦する人もたくさんいます。１０００ピース入りが
4箱ありますので、興味のある方は、電話または来館し空き状況
をお問い合わせください。貸出期間は、運搬を含めて3ヶ月以内、
費用は無料ですが運搬にかかる費用はご負担願います。 

昼間の星を見てみよう おはなしのへや 

活動されている様子 

こども館 

貸し出し遊具 「カプラ」 

生き生きボランティア生き生きボランティア6 20 父と子のふれあい自然活動 

お問い合わせ 
太田市こども館　 
太田市城西町91番 
電話 0276ー57ー8010

　6月20日（日）、東毛少年自然の家で、17組の親子が焼きまん
じゅう作りとオリエンテーリングに挑戦しました。天気が心配さ
れましたが、みんなの願いがかない、当日は見事に晴れました。 
　上州名物「焼きまんじゅう」。食べる機会は多くても、生地か
ら作ることは滅多にないですよね？材料をまぜて生地を練り上げ、
ねかせて、蒸して・・・、お父さんと協力して、こんがりおいし～い
焼きまんじゅうができあがりました。自分で作った焼きまんじゅう
は、もう格別！一緒に具だくさんのすいとんもいただき、次はオリ
エンテーリングへ出発です！！ 山の中にある‘印’を探していざ山
頂へ。この日は蒸し暑く汗ダラダラで、ちょっぴり大変だったけど
茶臼山の頂上まで無事到達しました。みんないい顔してました！ 

焼きまんじゅうとオリエンテーリング 
 今回 は、プレイルームに登録されている北村美余子さん
をご紹介します。 
 
Ｑ.児童会館のボランティアを始めたきっかけは？ 
　　あんまり昔のことなので忘れかけています。たぶん・・・子育
て情報に精通している友達に誘われたことと思います。 

Ｑ.いろいろな催しにご協力いただいていますが、活動してみて
の感想はありますか？ 

 　 こどもの国の職員さんがいろいろなイベントを考案するので、
そそられて参加してます。児童の興味の移り変わりを知るなど、
時代遅れにならない（？）でいられる喜びがあります。 

Ｑ.長く活動されていますが、秘訣はありますか？ 
 　娘 の受験、仕事の負担、親の介護、どれも自分と切り離せま
せんでした。だから、無理せず 

　『一緒に楽しむ』これだけ！！ 
 
　児童会館での活動も18年。
この日は、「父と子のふれあい自
然活動」の開催日で、朝からご
協力いただきました。これから
もよろしくお願いします。 

ジュニアスタッフ 

 


