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「ねぎぼうずのあさたろう」 他

日時 : 10月17日 (日 )
　　 13:30～15:15
定員 : 280名
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県民の日イ

ベント
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ダーウィンが来た！＜2Ｆフロア＞
ヒゲじいと記念撮影＆握手会、番組上映、マイエコバッグづくり

フォトステーション＜2Ｆプレイルーム＞
モノランモノランのぬいぐるみをバックに記念撮影をして

オリジナルフォームのポストカードをプレゼント

ＮＨＫアニメ上映会＜1Ｆハイビジョンシアター＞
ＮＨＫ人気アニメ番組の上映

スタンプラリー＜館内各所＞
スタンプを集めたら、記念品をプレゼント

ななみちゃんランド＜1Ｆフロア＞
ななみちゃんと記念撮影＆握手会ほか

※握手会及び番組上映会は、1日に数回、時間指定で行います。

開館20周年記念式典
ねぎぼうずのあさたろ

う

こども観劇会
人形劇団プーク公演

開館20周年記念式典
開館

20周年
記念特別企画

「き
みの
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・みらいのきみ

かこ
さと
しと探し

にいこう、絵本のなかへ」

●会　　場：多目的ホール
●定　　員：各回 300名
●事前申込：10月 7日（木）必着　郵便往復ハガキにてお申し込みください
　【往信裏面】① 郵便番号  ② 住所  ③ 代表者の名前

　④ 電話番号  ⑤ 希望人数 (5人以内）  ⑥ 希望公演回（11:00 ～ /14:00 ～）
　【返信表面】① 郵便番号  ② 住所  ③ 名前
　【返信裏面】何も書かないでください。
　※応募多数の場合、抽選のうえ入場整理券をお送りします。
　※当選は2公演を通じて1組につき1通。　  ※1才以上のお子様から人数に含みます。
　【申 込 先】〒373-0054　群馬県太田市長手町480 
　　　　 　ぐんまこどもの国児童会館「つくってあそぼショー」係

 ●時　　間：1回目 11:00～
2回目 14:00～

ジュニアスタッフの夏休みジュニアスタッフの夏休み

　本番前の５日間、みんなで力をあわせて会場の準備をしました。

　段ボールでお墓や井戸を作ったり、コースに怖い飾り付けを

したり。作っているうちに色々なアイディアも出て、日毎に

テンションも高くなっていきました。

本番では、衣装もバッチリのおばけに

変装し、ちょっぴり脅かしたりして

大活躍！

　お客様に涼しいひとときを提供し

ました。

　午後の本番にそなえ、午前中は

もくもくと準備がすすみます。

　せっせとヨーヨーをふくらませたり、

チケットの準備、味見をしながら

ポップコーンを作ったり、もう大忙し！

どれも初めての体験でしたが、作業が

楽しくて、和気あいあいと時間が過ぎ

ていき、本番前にはお客様の長い列が

できていました。 金魚すくいや輪なげ

などの遊び方を教えてあげたり、

小さな子のめんどうもよくみてくれ

ました。

日時：10月16日（土）～
　　　11月　7日（日）
　　　9:30～ 17:00
場所：研修室
企画・制作：日本科学未来館　
アドバイザー：かこさとし

８月1日(日)おばけやしき

８月20日(金) •21日(土) 夏祭り

ステージショー「つくってあそぼショー」
ワクワクさんとゴロリと遊ぼう！

にこっとちゃん
ゆかたデー

この夏、ジュニアスタッフがメインになって、手作りのイベントを行いました。

どちらもたくさんのお客様に参加していただき大成功。みなさん、お疲れ様でした！

7 月 2 5 日 • 8 月 2 5 日
10月28日(木)

※事前申込制、詳しくはお問い合わせください。

臨時休館日のお知らせ　1月12日(水)～2月10日(木)は、館内改修工事のため、臨時休館日となります。
なお12月21日(火)～28日(火)及び1月4日(火)～10日(月)の期間中は、1·2階フロアのみの限定利用となります。

プラネタリムへ

ようこそ☆

1番のり！とってもキュート★

ピースの笑顔が最高！

児童会館へよう
こそ！

スタッフも浴衣
でお出迎え

　25日はニコニコにこっとちゃんの日、今年の夏休みは
ゆかたデーを開催しました。ゆかたで来館してくれた
人には、特製にこっとちゃんうちわとプラネタリウム
招待券をプレゼントしました！



次世代を担う子どもたちが
未来にみる夢を募集します

期　間　１１月２１日（日）～１２月５日（日）

会　場　ぐんまこどもの国児童会館
　　　　3階ギャラリー、第1研修室

期　間　１２月１１日（土）～１２月２０日（月）

会　場　群馬県庁　３２階展望ホール

入選作品展

ぐんま
こどもの 大賞

第19回ぐんま
こどもの 大賞

第19回
ぐんま
こどもの 大賞

第19回

　ぐんまこどもの夢大賞は、絵画と童話の作品を

毎年夏休み期間中に募集していますが、今年で

19回を迎えました。これまで作品をかいてくださっ

たみなさん、ありがとうございます。

　そして今年もたくさんの夢あふれる作品を御応

募いただきました。入選作品展では最優秀賞、金賞、

銀賞、銅賞、奨励賞に輝いた作品を当館と、群馬県

庁の展望ホールで展示します。子どもたちの自由

で夢のある作品を、御家族で御覧下さい。

　宇宙に地球が誕生し、やがていのちが生まれ、育まれてきた。
その奇跡のストーリーを、平原綾香さんの深みのある歌や優しい
語りとともにお届けします。数え切れない偶然と絶妙なバランスに
よって守られた地球環境への想いも募ります。クライマックスは、
名曲「Jupiter」とともに、私たち人間の探求心を翼に、壮大な
宇宙への旅へ。はるかな時を超えて今、
この星に生まれ、大切な人と出会えた
奇跡。きらめく秋と冬の星空とともに、
いのちのストーリーをお楽しみください。

●一般向け番組

平　　　日
土日祝日（冬休み）

2010年 9月11日（土）～2011年 3月13日（日）
　　　　　　　　　　 15:30～ 
　　　　　　　　　　 13:00～/15:00～
上映
時間

「平原綾香いのちの星の詩」「平原綾香いのちの星の詩」「平原綾香いのちの星の詩」

～やってTRY！ためしてチャレンジ！～
太工フェアINこどもの国太工フェアINこどもの国

時　間
場　所

10月30日（土）
　　　　　10：00～15：00
　　　　　多目的ホール

講師：レゴエデュケーションセンター公認トレーナー　ハビック真由香　氏

◆「遊びは学びにつながる」
高積みタワー競争（くじ引きで決まったチームで、レゴブロックを積み上げ高さを競います。）

　1回目はぎこちないパパ達でしたが、2回目になると笑顔もでてきてどのチームも高く積みあがりました。その違いは「作戦」なの
です。目的に合わせ、そこに到達するには相談（作戦）することが大切です。そして、相談するときには言葉を使い、今までに学んだことや
経験したことを集結させています。そしてチームとして一つのものに取り組んだ結果なのです。
　この遊びには、言葉によるコミュニケーションとチームワークが要素として盛り込まれています。そして、出来上がったタワーを
見比べて、他のチームからも「こんなやり方があるのか」と学んでいるのです。

　今回の講座のキーワードは「遊びは学びにつながる」です。楽しかった・面白かった・もっとやりた
い！子どもにとって、これは遊びです。遊びこそが子ども達の生活の中心であり、学びへとつながるの
です。学び＝勉強？と思われがちですが、そうではなく遊びの中で体験することは、出来上がったもの
がどうだとか勝負の結果がどうだとかではなく、途中におきていること、遊びの途中の過程で学んで
いるということが大切なのです。だから、「あ～おもしろかった」で終わるのではなくて、もっと中から
湧きあがる楽しみ、こんな遊びをレゴ社は考えているそうです。
　そして今、子ども達に必要なのは「時代にそぐう能力」ではないでしょうか？なぜなら、訪れる未来
で、自分を活かし幸せに暮らしていってほしいと、私たち親は願うからです。そのために子ども達は、
学び方を学ぶ力が必要になってきます。私たち大人は、どのようにサポートしていくべきかを考える
と、それはたった一つの答えを教えるのではなく、一歩はなれたところから、子どもと本気で遊び、
子どもの中にあるものを引き出すためにヒントをあげる。そして私たちも一緒になって面白がっていく
ことが大事なのです。この子どもと本気で遊ぶことが、将来につながる能力を育て、また一人でできない
ことも、「みんなでやればできるんだ」ということを遊びの中で学ぶことになるのです。
　そして、子どもが自分で考えて、どんどんやり続けて納得するまでできるような力、遊びの中で育つ
力を、レゴブロックを使って育てていただければと先生はまとめてくれました。レゴブロックにかぎ
らず遊びの中で育つ力を育てていきたいですね！

◆デュプロブロックを使って
誰も見たことがない！？私だけが知っている架空の動物をつくろう！
・色にこだわったり、色々なアイデアがパパ達の手によって形になります。

◆作った動物をグループシェアしよう
（動物の名前、どこに住んでいる、食べ物は？、移動手段は？）
・環境問題を取り入れるパパ達が多いかな？
　でも、聞いてみないとわからないことがたくさん！聞くって大切だね★

◆グループで動物園をつくって、
  みんなに発表しよう！

　　　　　　　　　　　　　　　　

　「イクメン」？最近よく耳にしますが皆さんはご存じですか？「イクメン」とは育児をするMENSのことです。そんな
「イクメン」を対象としたレゴブロックを使った講座を、この夏に開催しました。参加されたパパ達は、子ども達と同じ
キラキラとした目でよく遊び、よく学びました。その様子をリポートします。　

この写真を見ると、階段のところがシークエンスになっています。
緑→黄色→青→赤→緑　これは、順序だてるということを、
子どもは遊びの中で、自ら考えいつのまにか学んでいるのです。

★パパ達の作品＆感想です。★パパ達の作品＆感想です。

1回目「はい。はじめましょう。」の言葉でスタート　1回目「はい。はじめましょう。」の言葉でスタート　

2回目をはじめる前に作戦を考えます。2回目をはじめる前に作戦を考えます。

高く積みあがりました。高く積みあがりました。

・あっというまに時間がすぎていた。子どもも同じ気持ちで遊んでいるんでしょうね！
・想像と創造を子どもに学ばせてあげたい。

うた

この星で生まれ、あなたと出会えた。

スペースシアター ★プラネタリウム新番組

イライラ棒　ドキドキ！ビリビリ？

サッカーロボット　上手にできるかな？
あそびにきてね

イライラ棒　ドキドキ！ビリビリ？

サッカーロボット　上手にできるかな？
あそびにきてね

▲

▲

　地元、太田工業高校の生徒が作ったサッカーロボットな
どの展示や、参加できる楽しいコーナーもあるよ！どんな
体験ができるかは、きてからのお楽しみ！！
みんなで太工フェアにGO?!

８月28日（土） イクメン講座
レゴブロックで遊ぼう学ぼうこどもの視点

～お父さんのための育児講座～
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うた

この星で生まれ、あなたと出会えた。

スペースシアター ★プラネタリウム新番組
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　地元、太田工業高校の生徒が作ったサッカーロボットな
どの展示や、参加できる楽しいコーナーもあるよ！どんな
体験ができるかは、きてからのお楽しみ！！
みんなで太工フェアにGO?!

８月28日（土） イクメン講座
レゴブロックで遊ぼう学ぼうこどもの視点

～お父さんのための育児講座～



当時の外観

入館者
100 万人
達成

H20 ジュニアスタッフ

H8 アトランピック

H18 南中ソーラン踊り隊

H13 ゆうまちゃん・にこっとちゃんとおどろう

H19 お正月

祝!!開館20周年

ぐんまこどもの国 20 周年にあたってぐんまこどもの国 20 周年にあたって

H22 夏休み造形教室

オープン当初
サイエンスワンダーランドより

H17 ザスパ草津のサッカー教室
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開館

現在現在

平成 2 年度 平成 3 年度 平成 5 年度

平成 7 年度

平成 4 年度

10 月 20 日 ・開館式 1月12 日
10 月 19 日
11 月 20 日

・入館者10 万人達成
・入館者50 万人達成
・「熱気球からこどもの
　国を見てみよう！」
・「ぐんまこどもの国児
　童会館ボランティア」
　制度、発足

4月 7日 ・入館者100万人達成
・ハイビジョン新ソフト
　（スペースフィールド）
　導入

平成 11 年度

・サイエンスワン
　ダーランド展示
　装置更新
  （チャレンジマグ
　ネット）

平成 12 年度

・開館10周年、
　各室で記念行事
　を実施

平成 13 年度

8 月 24 日 ・入館者400万人達成
・サイエンスワンダーランド
　展示装置更新（ミラクル
　ターン）

平成 22 年度

4 月 29 日

8 月 1日

・新ロボット「アル
　ビー君」愛称決定
・入館者700万人
　達成

平成 16 年度

5 月 30 日 ・入館者500万人達成
・サイエンスワンダー
　ランド展示装置更新
　（スバルR２）

平成 19 年度

6 月 2 日 ・入館者600万人
　達成
・多目的ホールに
　ロッククライミ
　ングを設置

平成 20 年度

3 月 20 日

3 月 21 日

・サイエンスワンダーランド展示
　装置更新（にこっとちゃんゲット
　ゲーム）
・スペースシアターリニューアル
　オープン記念式典、一般公開開催

平成 21 年度

3 月 30 日 ・サイエンスワンダー
　ランド展示装置更新
　  （インフォメーション
　ロボット）

平成 17 年度

10 月 3 日 ・「ぐんま電子申請
　等受付システム」
　による申請手続
　を開始

平成 18 年度

・児童福祉週間60周年記念
　事業開催
・ジュニアスタッフ開始

平成 14 年度 平成 15 年度

・学校５日制
　開始、講座
　クラブ事業
　を拡大

・施設の設備の
　一斉安全点検と
　所要の改修を実施

10 月 1 日 ・入館者200万人達成
・群馬県内児童館交流
　フェスティバル開催

平成 6 年度

・おもちゃコーナー設置
・児童館等への遊具の貸
　し出し制度開始
・サイエンスワンダーランド
　展示装置更新（ミュージック
　モーメントマシーン）

平成 8 年度

・サイエンスワン
　ダーランド展示
　装置更新（宇宙
　へ飛び出せ）

平成 9 年度

・移動児童館
  （プレーバス
　巡回）事業
　の開始

・第1回ぐんまこども
　の夢大賞実施

祝!!開館20周年

～20周年のあゆみ～～20周年のあゆみ～～20周年のあゆみ～

ぐんまこどもの国 20 周年にあたって

館　長　長 澤章夫

　ぐんまこどもの国児童会館は平成２年10月20日に開館してから、この秋に20年の節目を経過
することになります。
　本年の８月１日には、来館者数700万人を達成することが出来ました。多くの関係者の皆様のご協力の
お陰と感謝申し上げます。
　児童会館が今後も「遊びの文化」、「情報発信」の中核施設となるよう、地域の皆さん、企業の経営者の
皆さん、及び小学校など教育機関の皆さん等、多くの関係者と一層の連携を深め、子ども達が健やかに
育てる環境や、子ども達が安心して遊べる環境づくりを一層推進していかなければならないと考えて
おります。
　今後とも、皆様のご協力のほど、お願い申し上げます。

平成 10 年度

9 月 15 日

3 月 4日

・入館者 300万人達成
・マスコットキャラクター
  「にこっとちゃん誕生」

・天皇・皇后両陛下ご来館

当時の外観

オープン当日 熱気球

プレーバス出発式

開館10周年記念　遊びのワンダーランド 夏休み特別企画「恐竜と遊ぼう！」

ロッククライミング スペースシアター内

アルビー君

スバルR２

にこっとちゃん 第８回夢大賞

おめで
とう !!
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20周年によせて
お祝いメッセージ
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お祝いメッセージ

開館20周年と聞き、とっさに思い出した

のは、開館直前の準備のころの思い出です。

4月にスタッフが決まり、建物はまだ建設中で

ありましたが、管理運営をどうするか連日

連夜頑張ったことです。 全国的にも、こどもの公立施設の例は

少ない時でした。 各室担当が企画書を作成し、それを全員で繰り返し

討議・検討していました。  それが基礎となって今日の児童会館が

あるわけで、感慨無量です。 今後も、こどもの声がガヤガヤと

聞こえる施設として存在することを願っています。　

祝20周年！こどもの国と共に

歩んだ母親クラブフェスティバルも

20才です。

いつまでも

親子が楽しく

安全に過ご

せ る 場 で

あって下さい。

20周年おめでとうございます。

思い返すと子供達との思い出が

蘇ります。

子供達の笑顔が溢れる場所で

居て下さい。

TMCワイルド

母親クラブ
中村 京子さん

星空観察
～こどもの国スターフレンド～

井上 重利さん

　群馬県児童健全育成事業団は、群馬県設置の大型児童厚生施設「ぐんまこどもの国
児童会館」の管理運営主体として、群馬県と太田市の出捐により平成２年６月に設立
され、指定管理者制度施行後、平成18年度からは指定管理者として、児童会館の管理
運営及び児童の健全育成事業、育成環境づくり事業を中心に、様々な事業を企画・実施
してまいりました。
　開館以来、多くの皆様に、ご指導、ご協力をいただき、子どもたちに喜ばれる様々な
事業を実施できましたことを、感謝申し上げます。
　今後も、群馬県の児童健全育成の拠点として、魅力ある事業の実施と安心・安全な
管理運営を行っていきたいと思いますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。

ふだん一人で星を眺めることが

多いのですが、多くの人たちと

夜空を見上げるスターフレンド

は、とても楽しいです。

茂木 弘光さん
曇っても雨が降ってもスターフレンドに

来てくれる皆様に支えられて20周年を

迎えられました。また満天の星を

みましょう。

石川 昭良さん
開館20周年おめでとうございます。

スタフレを始めた当時を思うと感慨

深いです。これからも星空の魅力を

伝えていきたいと思います。

開館20週年と共にボランティア

活動に参加させて頂き思うことは、沢山の人達との出会い

がありそれが私の宝物となっている事です。

祝開館20周年！子供とともに、

子育てする親も育ててください

ました。これからもずっと“育て

の親”として見守って下さい。

羽田野 孝栄さん
ボランティア

音村 陽子さん

公益財団法人群馬県児童健全育成事業団　理事長  川田 喜男
開館20周年によせて

♪のびのびらんど、おいでよ

楽しいよ♪リトミック遊びを

通してたくさんの子供達に

出会えたことなつかしく感謝

しております。

野村 シズエ先生

サイエンスショーで、子ども

たちの「やってみよう」という

すごいエネルギーに接して

きました。それが20年間嬉し

かったことです。

サイエンスショー　石川 博行先生

20周年の歴史にもまったく色あせない、こどもの国児童会館の事業に

乾杯です。今後も熱気球と共に、子供達に夢を提供しましょう。

熱気球倶楽部「ぐんま夢座」　橋詰 純一さん

この度、こどもの国児童会館の開館20周年、

誠におめでとうございます。私は当館の

おもちゃの病院（壊れたおもちゃの修理）

をしております。当時おもちゃの病院は

群馬では当館１ヶ所のみでしたが今日、

県下20数カ所になっております。これも

ひとえに当児童会

館の皆様方の応援の

たまものと感謝して

おります。

おもちゃの病院
糸井 高雄さん

小さい頃から通っていたこどもの国。

クラフトや焼き物教室を楽しみました。

冒険の砦や

ボブスレーも

大好き！！

20周年

おめでとう！！

利用者の方より
塚越 小督・玲伊奈さん

～お世話になった方々より～～お世話になった方々より～

ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ

初代館長　　木 栄一さん
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運営及び児童の健全育成事業、育成環境づくり事業を中心に、様々な事業を企画・実施
してまいりました。
　開館以来、多くの皆様に、ご指導、ご協力をいただき、子どもたちに喜ばれる様々な
事業を実施できましたことを、感謝申し上げます。
　今後も、群馬県の児童健全育成の拠点として、魅力ある事業の実施と安心・安全な
管理運営を行っていきたいと思いますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。

ふだん一人で星を眺めることが

多いのですが、多くの人たちと

夜空を見上げるスターフレンド

は、とても楽しいです。

茂木 弘光さん
曇っても雨が降ってもスターフレンドに

来てくれる皆様に支えられて20周年を

迎えられました。また満天の星を

みましょう。

石川 昭良さん
開館20周年おめでとうございます。

スタフレを始めた当時を思うと感慨

深いです。これからも星空の魅力を

伝えていきたいと思います。

開館20週年と共にボランティア

活動に参加させて頂き思うことは、沢山の人達との出会い

がありそれが私の宝物となっている事です。

祝開館20周年！子供とともに、

子育てする親も育ててください

ました。これからもずっと“育て

の親”として見守って下さい。

羽田野 孝栄さん
ボランティア

音村 陽子さん

公益財団法人群馬県児童健全育成事業団　理事長  川田 喜男
開館20周年によせて

♪のびのびらんど、おいでよ

楽しいよ♪リトミック遊びを

通してたくさんの子供達に

出会えたことなつかしく感謝

しております。

野村 シズエ先生

サイエンスショーで、子ども

たちの「やってみよう」という

すごいエネルギーに接して

きました。それが20年間嬉し

かったことです。

サイエンスショー　石川 博行先生

20周年の歴史にもまったく色あせない、こどもの国児童会館の事業に

乾杯です。今後も熱気球と共に、子供達に夢を提供しましょう。

熱気球倶楽部「ぐんま夢座」　橋詰 純一さん

この度、こどもの国児童会館の開館20周年、

誠におめでとうございます。私は当館の

おもちゃの病院（壊れたおもちゃの修理）

をしております。当時おもちゃの病院は

群馬では当館１ヶ所のみでしたが今日、

県下20数カ所になっております。これも

ひとえに当児童会

館の皆様方の応援の

たまものと感謝して

おります。

おもちゃの病院
糸井 高雄さん

小さい頃から通っていたこどもの国。

クラフトや焼き物教室を楽しみました。

冒険の砦や

ボブスレーも

大好き！！

20周年

おめでとう！！

利用者の方より
塚越 小督・玲伊奈さん

～お世話になった方々より～

初代館長　　木 栄一さん
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日

10月…4日（月）・12日（火）・18日（月）・25日（月）
11月…1日（月）・  8日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）
12月…6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）
【年末年始】平成22年12月29日(水)～平成23年1月3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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「ねぎぼうずのあさたろう」 他

日時 : 10月17日 (日 )
　　 13:30～15:15
定員 : 280名

開館20周年
県民の日イ

ベント

「NHKワ
クワクこど

もランド」開館20周年
県民の日イ

ベント

「NHKワ
クワクこど

もランド」

ダーウィンが来た！＜2Ｆフロア＞
ヒゲじいと記念撮影＆握手会、番組上映、マイエコバッグづくり

フォトステーション＜2Ｆプレイルーム＞
モノランモノランのぬいぐるみをバックに記念撮影をして

オリジナルフォームのポストカードをプレゼント

ＮＨＫアニメ上映会＜1Ｆハイビジョンシアター＞
ＮＨＫ人気アニメ番組の上映

スタンプラリー＜館内各所＞
スタンプを集めたら、記念品をプレゼント

ななみちゃんランド＜1Ｆフロア＞
ななみちゃんと記念撮影＆握手会ほか

※握手会及び番組上映会は、1日に数回、時間指定で行います。

開館20周年記念式典
ねぎぼうずのあさたろ

う

こども観劇会
人形劇団プーク公演

開館20周年記念式典

開館
20周年

記念特別企画
「き
みの
みらい

・みらいのきみ

かこ
さと
しと探し

にいこう、絵本のなかへ」

●会　　場：多目的ホール
●定　　員：各回 300名
●事前申込：10月 7日（木）必着　郵便往復ハガキにてお申し込みください
　【往信裏面】① 郵便番号  ② 住所  ③ 代表者の名前

　④ 電話番号  ⑤ 希望人数 (5人以内）  ⑥ 希望公演回（11:00 ～ /14:00 ～）
　【返信表面】① 郵便番号  ② 住所  ③ 名前
　【返信裏面】何も書かないでください。
　※応募多数の場合、抽選のうえ入場整理券をお送りします。
　※当選は2公演を通じて1組につき1通。　  ※1才以上のお子様から人数に含みます。
　【申 込 先】〒373-0054　群馬県太田市長手町480 
　　　　 　ぐんまこどもの国児童会館「つくってあそぼショー」係

 ●時　　間：1回目 11:00～
2回目 14:00～

ジュニアスタッフの夏休みジュニアスタッフの夏休み

　本番前の５日間、みんなで力をあわせて会場の準備をしました。

　段ボールでお墓や井戸を作ったり、コースに怖い飾り付けを

したり。作っているうちに色々なアイディアも出て、日毎に

テンションも高くなっていきました。

本番では、衣装もバッチリのおばけに

変装し、ちょっぴり脅かしたりして

大活躍！

　お客様に涼しいひとときを提供し

ました。

　午後の本番にそなえ、午前中は

もくもくと準備がすすみます。

　せっせとヨーヨーをふくらませたり、

チケットの準備、味見をしながら

ポップコーンを作ったり、もう大忙し！

どれも初めての体験でしたが、作業が

楽しくて、和気あいあいと時間が過ぎ

ていき、本番前にはお客様の長い列が

できていました。 金魚すくいや輪なげ

などの遊び方を教えてあげたり、

小さな子のめんどうもよくみてくれ

ました。

日時：10月16日（土）～
　　　11月　7日（日）
　　　9:30～ 17:00
場所：研修室
企画・制作：日本科学未来館　
アドバイザー：かこさとし

８月1日(日)おばけやしき

８月20日(金) •21日(土) 夏祭り

ステージショー「つくってあそぼショー」
ワクワクさんとゴロリと遊ぼう！

にこっとちゃん
ゆかたデー

　お客様に涼しいひとときを提供し

ました。

この夏、ジュニアスタッフがメインになって、手作りのイベントを行いました。

どちらもたくさんのお客様に参加していただき大成功。みなさん、お疲れ様でした！

7 月 2 5 日 • 8 月 2 5 日
10月28日(木)

※事前申込制、詳しくはお問い合わせください。

臨時休館日のお知らせ　1月12日(水)～2月10日(木)は、館内改修工事のため、臨時休館日となります。
なお12月21日(火)～28日(火)及び1月4日(火)～10日(月)の期間中は、1·2階フロアのみの限定利用となります。

プラネタリムへ

ようこそ☆

1番のり！とってもキュート★

ピースの笑顔が最高！

児童会館へよう
こそ！

スタッフも浴衣
でお出迎え

　25日はニコニコにこっとちゃんの日、今年の夏休みは
ゆかたデーを開催しました。ゆかたで来館してくれた
人には、特製にこっとちゃんうちわとプラネタリウム
招待券をプレゼントしました！


