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休　館　日
７月…２日（月）・９日（月）・17日（火）
９月…３日（月）・４日（火）・５日（水）・10日（月）・18日（火）・24日（月）
★夏休み中の月曜日は休まず開館します
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　今年１月に新館オープンした前橋市児童文化センターを紹
介します。
　前橋市中心市街地の東、広瀬川沿いの前橋こども公園内に
あります。公園の木々に自然となじむベージュの外観で、館
内はフローリングの床と白を基調とした壁が、優しく包んで
くれるような雰囲気です。２階建ての館内には、みんなのホー
ルやプラネタリウム、わくわくひろば、わくわくアクア、ほ
しのみち、ワークルーム、森のデッキなどがあります。
　お休みの日は楽しいイベントがいっぱい。取材した日は、
あいにくの雨でしたが、館内は元気なお友だちでにぎわって
いました。
　「わくわくひろば」のわくわくチャレンジコーナーでは「ペッ
トボトルの糸車」を作っていました。お兄さん、お姉さんが
やさしく教えてくれるので安心、小さなお友だちも挑戦して
いました。
　「わくわくアクア」は、前橋メダカやナマズ、アメリカザリ

ガニ、サワガニ、ウシガエルなどが
見られるミニ水族館。中でもメダカ
コーナーは充実していて、公園内の

田んぼに放したり、
前橋市内の小学校で
の環境教育にも活用
してもらっていると
のことです。
　児童文化センター

では、多くのボランティアさんが活躍しています。この日は「竹
とんぼ作り」や「アートバルーン」を行っていました。子ど
もたちの年齢や技術にあわせて、ボランティアの方々がてい
ねいに指導してくれていました。参加したお友だちは、自分
で作った作品に満足そうな笑顔でいっぱいでした。
　最新のハイブリッド型「プラネタリウム」で投影される番組
は、どれも児童文化センターのオリジナル番組。小さなお友
だちから楽しめる「星座のお話しシリーズ」と様々な天体を
楽しめる「天文学シリーズ」があり、毎月新しい番組を投影
しています。マスコットキャラクターのプラネくんやコスモ
博士が登場する番組の他、係員の生解説があって、季節の星
空を満喫できます。
　このほかに、児童文化センターには、環境に配慮した施設・
設備がたくさんあります。
　屋上には「太陽光発電システム」や「太陽光採光システム」を
設置して、センターの照明などに活用しています。また「屋上
緑化システム」で屋上に土をのせて芝を育てたり、「壁面緑化
システム」として建物の壁で“スナゴケ”を育てて、夏の建物
の温度を下げています。さらに「雨水利用システム」で、屋上
に降った雨を地下タンクに集めて、屋上の芝やメダカ池、わく
わくアクアに再利用しています。屋外には公園内を流れる川
の水を利用して発電する水車型の「水力発電装置」もあります。
　不思議や発見がいっぱい、楽しいイベントも盛りだくさん
の前橋市児童文化センター。夏休みには前橋市児童文化セン
ターで素敵な思い出作りをしてみませんか！！

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。
８月１日（水）～９月２日（日）必着
作品は未発表の個人作品に限ります。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。
表彰式は11月 11日（日）の予定です。
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「ぼくの夢、わたしの夢」
四つ切画用紙（約39cm×54cm）
18歳未満

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

いずれも群馬県内居住又は通学、通勤する方
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前橋市西片貝町五丁目８番地
027－224－2548
午前９時～午後４時30分
（夏休みは５時まで）
月曜日・第２木曜日
　　　（祝日の場合は翌日）
年末年始
http://www.jbc.menet.ed.jp/

　南極の氷が児童会館に
やってきた！児童福祉週間
関連イベント（共催：群馬
県）の一環として、５月３
日にサイエンスワンダーラ
ンド入口に南極からきた氷
を展示しました。これは、
南極昭和基地への物資輸送

を行った砕氷船「しらせ」が約４万キロの航海を終えて今年
４月に無事帰国した際に持ち帰ったものです。
　およそ30センチ四方の貴重な“南極みやげ”を実際にさわ
れるとあって、９時30分の開館と同時にたくさんの親子が氷
に触れていました。「冷たい！」という歓声が次々とあがります。
　『氷が溶け次第終了』のこの企画、気温も上昇してくるゴー
ルデンウィーク中なので１日経たないで溶けてしまうかな？
と予想していたのですが、なんと翌日４日の午後まで残り、
多くの方に楽しんでもらうことができました。さすがは気の
遠くなるような年月
をかけて固まった氷
です。さわったお友
だちにはほんのひと
ときでも遙か遠い南
極の気分を味わって
もらえたかな。

にさわってみよう!

　 4 月15日、上毛新聞125周年イベントがこど
もの国で開催され、  イベントの1つである‘ゆる
キャラショー’に、当館のキャラクターである「に
こっとちゃん」が参加しました。この日は、ぐ
んまちゃんをはじめ、群馬県内各地から15体のゆ

るキャラが集まり、たくさんのお客様でにぎわっていました。
　キャラクター達は、写真を撮ったり、握手をしたりと大忙し。
にこっとちゃんは、大きなイベントに参加するのは初めてだっ
たので、やや緊張気味でしたが、たくさんのお友だちと会えて
楽しかったそうです。
　それにしても、県内にはたくさんのキャラクターがいるんで
すね。どのキャラクターも、特徴があってとっ
てもかわいらしいですよね。お気に入りの
キャラクターはみつかりましたか？
　これで、にこっとちゃんもゆるキャラ
に仲間入り。これから色んな場所に出没
するかも？！みかけた時は、大きな声で
「にこっとちゃん！」と声をかけてね。
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ゆるキャラショーに

出演♪

日時　８月４日（土）～９月２日（日）　9：30～ 17：00
会場　多目的ホール
迫力の恐竜模型展示や恐竜乗り物で楽しもう♪
スタンプラリーや工作などの関連イベントも盛りだくさんです。
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Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS1996 
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日時　7月27日（金）～29日（日）

9：30～ 17：00
会場　多目的ホール
主催　群馬県
問い合わせ先
県庁土地・水対策室
（TEL 027－226－2361）
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