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当館利用方法について
当館では当面の間新型コロナウイルス感染予防対策として、下記の方法で館内をご利用いただいております。
利用方法やイベント内容は状況によって変わります。お越しの際は当館ホームページかお電話でご確認ください。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

平
日

･ ･

土
日
祝
日
・

○利用時間
○利用人数
○入館方法

9:30~17:00（時間制限はありません）
館内の滞在者が80名に達した場合、退館者の人数に応じて次の方が入館できます。
1）児童会館入り口で、健康状態申告書に必要事項を記入して受付に提出してください。
2）受付で検温して､ご入館ください。

○利用時間

１回目

混雑回避のため､右記の通り
時間制限を設けています。

○利用人数
○入館方法

休学
暇校
期の
間長
期

各回80名

9:30～11:00

２回目

３回目

４回目

11:30～13:00

13:30～15:00

15:30～17:00

1）児童会館入り口で、希望利用時間の健康状態申告書に必要事項をご記入ください。
(この申告書が入館の際の整理券となりますので､なくさないよう入館までお持ちください。)
2）入館時、受付に健康状態申告書を提出してください。
3）受付で検温して､ご入館ください。
※健康状態申告書は、9:30から全回分を児童会館入り口にて配布します。

※37.5℃以上の発熱等がある場合入館できません。
※入館中はご利用の際のお願い事項を必ずお守りください。

※館内では乳幼児をのぞき､マスクの着用をお願いします。
※館内でのお食事はできません。

イベントピックアップ
3月12日(土)

子育てママのいきいきタイム
「健やかなからだと足を育む上手な靴の選び方」
足にあった良い靴選びは、子どもの健康を育みます。体と足の関係の
お話から、どのように靴を選べば良いかを学びます。また、実際に
講師がお子様の足の測定も行います。
場

所

対

象

定

員

講

師

研修室
10:30~12:00
時
間
子育て中の親と子ども(0~3歳児)
持 ち 物
15組
子どもの靴（持っている方）
講師:遠藤 陸代 氏（上級シューフィッター）
小川 純恵 氏（理学療法士）
★2/1(火)9:00~、来館または電話で

３月26(土)～ 4月6日(水) 春のこどもの国フェスティバル
「はだしであそぼう！ダンボールランド」

3月12日(土)・13日(日)
みんなであそぼう♪ボランティアまつり
児童会館登録ボランティアが自分の特技を活かし､
様々な楽しいもよおしを行います。
12
日

12
・
13
日

「読み聞かせ」
場所：ハイビジョンシアター
時間：①11:50~12:30 ②13:50~14:30
対象：どなたでも(未就学児は保護者同伴）

13
日

「バルーンと皿まわしのショー＆レッスン」
場所：多目的ホール
時間：①11:50~12:50 ②13:50~14:50
対象：どなたでも(未就学児は保護者同伴）

ダンボール製のすべり台やシーソー等、楽しい遊び場が２階多目的ホール
に登場します。リサイクル可能で肌にも優しい、エコで安全なダンボール
ランド。靴をぬいで、いっぱい遊んでみよう！
場

所

時

間

対

象

定

員

工作
「Ｇショック」「マスクチャーム」「缶バッチ」
「おすそ分けファイル」
場所：多目的ホール
時間：①11:30~12:45 ②13:30~14:45
対象：どなたでも(未就学児は保護者同伴)

★事前申込のイベント★
電子工作「早押しピンポンをつくろう！」

多目的ホール
9:30~11:00、11:30~12:30
14:00~15:00、15:30~16:30
どなたでも(未就学児は保護者同伴)
各回60名(各回随時定員まで受け入れ)

ぐんまこどもの国児童会館

会場：研修室
時間：①11:50~12:50 ②13:50~14:50
対象：３年生以上
定員：各回10人
参加費：５００円
★2／20(日)～ ※はんだごてを使用します。

公益財団法人 群馬県児童健全育成事業団

〒373-0054 太田市長手町480 TEL：0276-25-0055／FAX：0276-250059
https://kodomonokunijidoukaikan.jimdo.com/
Twitter：＠nicottochan5
◎お電話での受け付け･問い合わせは､9:00～17:15です。
※休日は駐車場及び周辺道路が混み合います。
時間に余裕を持ってお越しください。
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用
※北関東道「太田強戸スマートIC」から児童会館まで約10分です。
－１－
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当月が利用制限期間の場合、イベントの内容を変更・中止する場合があります。

のもよおし
開催日

★印は事前申込です。(お申込は、児童会館設置の申込用紙または、お電話で)
★印の無いものは、当日会場までお越しください。※特に記載の無いものは先着順です。
※終了時間は目安です。※定員がある催しは定員になり次第締切とさせていただきます。

プログラム名／内容

会場／時間

にこにこサロン
２(水)

手遊びや親子あそび、歌、パネルシアターなどを
みんなで楽しみましょう。

パソコン工房「お名前シールをつくろう」
パソコンで､新学期の必需品｢お名前シール｣をつく
ります。（１人１枚）

５(土)

11(金)
･
12(土)

対象／定員／申込

研修室
10:30~11:00
(受付:15分前~)

乳幼児と保護者
20組

多目的ホール
9:30~11:00
(時間中随時受付)

幼児~中学生
(未就学児は保護者同伴)

地域子育て支援者講習会「放課後を
過ごすこどもと性教育
～支援者のあり方について～」

※詳細は､下記をご覧ください。

震災特別投影 プラネタリウム番組
「星よりも、遠くへ」

スペースシアター
11(金)15:30~16:20
(受付:シアター前
15:10~15:25)

東日本大震災の夜、大停電の被災地を満点の星が
照らしていた･･･プラネタリウム版ドキュメン
タリー作品。

12(土)12:00~12:50
(入館受付:児童会館
入口11:35~11:50)

各日年中児以上
各日70名
★12(土)のみ、2/2(水)9:00~
来館または電話で

12(土)

子育てママのいきいきタイム
「健やかなからだと足を育む上手な
靴の選び方」

12(土)
･
13(日)

みんなであそぼう♪ ボランティアまつり

※詳細は、表紙イベントピックアップをご覧ください。

子育て相談室

第2研修室
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
相談員:額田 直子 氏（上武大学看護学部
非常勤助手・保健師・助産師)
★受付中(定員になり次第〆切り)
来館または電話で

クラフトルーム
9:30~11:00
(時間中随時受付)

5ヶ月~3歳の親子
30組
参加費:100円

研修室
①11:30~13:00
②14:00~15:00
(入場：
各回終了15分前まで)

どなたでも
(内容は小学生向け。未就学児は保護者同伴)
20人(随時定員まで受け入れ)

17(木)

18(金)

※詳細は、表紙イベントピックアップをご覧ください。

子育ての悩みや心配事等を専門の
相談員に話してみませんか。

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。
成長の記念に思い出を残してね。

科学工作
19(土)

「藤岡中央高校理数科 F.C.Lab」
高校生のお兄さん、お姉さん達と一緒に、科学を
楽しく体験してみよう！スライムや光の万華鏡など
の工作・ゲーム・プログラミングなど、色々な
ブースがあるよ。

開催中止

こども観劇会 人形劇団プーク公演

多目的ホール
14:30~15:10

「てぶくろを買いに」
20(日)

はじめて雪と遊んだきつねの坊やは、小さな手が
こごえてしまいます。そこでふもとの町まで、てぶ
くろを買いにいくのですが･･･。多くの人に愛され
る名作の上演です。

どなたでも
(未就学児は保護者同伴)
100名
出演：人形劇団プーク
★2/8(火)9:00~、
専用フォームで

専用フォーム
QRコード

3月5日(土) 地域子育て支援者講習会
「放課後を過ごす子どもと性教育～支援者のあり方について～」
児童館や放課後児童クラブなどでの、子どもへの性教育と指導者のあり方についての講習会を行います。
本テーマに関心がある一般の方も参加できます。※新型コロナウイルス感染症の状況により､オンライン開催と
なる場合があります。
場

所

対

象

講

師

時
多目的ホール
定
児童健全育成関係者及び、一般
染矢 明日香 氏(NPO法人ピルコン理事長)

間
員

13:00~15:00
50名
★2/4(金)9:00~、

専用フォームで
専用フォーム
QRコード

－2－

のもよおし
開催日

26(土)

28(月)

26(土)
～
4/6(水)

入館には健康状態申告書の記入が必要です。各もよおしに参加される方は､時間に余裕を
もってお越しください。 また★事前申込のもよおしは特に場所の記載がない場合､児童会館
入り口・ピロティにて受付（各もよおし用の健康状態申告書の記入）を行います。

プログラム名／内容

チャレンジクラフト
「マカロンキーホルダーをつくろう!!」
紙粘土でマカロンをつくりレースやぼんてんで
かざって､キーホルダーにしちゃうよ。かわいい
キーホルダーでテンション上げていこう！

パソコンプログラミング体験
「プログラミングがだいしゅうごー!」
レーザー彫刻でオリジナルコースターづくり、
LOVOT展示、Toio体験、Viscuit、Minecraft、
プログラミングカーなど、小さい子どもから気軽
にプログラミングが体験できます。

春のこどもの国フェスティバル
「はだしであそぼう！ダンボールランド」

会場／時間

対象／定員／申込

研修室
５才~中学生
①10:00~11:00
②14:00~15:00
(５才~小２は保護者同伴)
(受付:２階エレベーター 各回20名
ホール､各回15分前～)

研修室
２階エレベーターホール
①９:30~11:00
②11:30~12:30
③13:30~15:00

どなたでも(未就学児は保護者同伴)
各回30名(随時定員まで受け入れ)
※レーザー彫刻は各回10名
講師：サンダーバード株式会社、群大プログ
ラミングサークルPPP-C

※詳細は、表紙イベントピックアップをご覧ください。

スペースシアターからのおしらせ
3/1(火)~4(金)、15(火)~18(金) 移動プラネタリウム「にこっとドーム」で星空さんぽ☆開催
上記期間はスペースシアタ－をお休みしますが、代わりに２月に投影機を新しくしてパワーアップした移動式の
プラネタリウムのドームテントで､季節の星空解説等の投影を行います。
■場所：多目的ホール
■時間：14:30~14:50、15:30~15:50 (入場:各回5分前~)
※3/4(金)と16(水)のみ 10:30~11:00
■定員：各回約10名
■対象：どなたでも(内容は幼児向け)
■観覧料：無料

のもよおし
開催日

プログラム名／内容

パソコン工房「お名前シールをつくろう」
2(土)

パソコンで､新学期の必需品｢お名前シール｣をつ
くります。（１人１枚）

～星空観察～こどもの国スターフレンド
9(土)

13(水)

15(金)

｢月をみよう・撮ろう！｣

20(水)

対象／定員／申込

パソコンルーム
9:30~11:00
(時間中随時受付)

幼児~中学生
(未就学児は保護者同伴)

スペースシアター･公園
18:30~20:30

どなたでも(中学生以下は保護者同伴)
30名
★3/4(金)～

スペースシアターで月やその日見られる天体の解
説を受けた後、公園で観望します。※望遠鏡を直
接のぞく観望はしません。※観望後はスタッフの
指示により解散となります。

荒天時：スペースシア
ターのみ

おはなしチロル

研修室
10:30~11:00
(受付は10:20~)

乳幼児と保護者
15組
企画運営:当館ボランティア

クラフトルーム
9:30~11:00
(時間中随時受付)

5ヶ月~3歳の親子
30組
参加費：100円

研修室
9:30~11:30
(時間中随時受付)

1家族2個(小学生以下の子どもが使うおもちゃ)
部品を交換した場合､実費がかかります。
(玉がとび出る､火を使うなど危険をともなうもの
は不可) ドクター:児童会館ボランティア

研修室
10:30~11:00
(受付：15分前~)

乳幼児と保護者
20組

当館のボランティアが､乳幼児向けの
リズム遊びや絵本の読み聞かせなどを行います。

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。
成長の記念に思い出を残してね。

17(日)

会場／時間

おもちゃの病院
こわれたおもちゃを当館登録ボランティアの
先生が直します。

にこにこサロン
手遊びや親子あそび、歌、パネルシアターなど
をみんなで楽しみましょう。

18:30~19:30
(受付は15分前~)

－3－

※来館時に申込をされた方には当日の受付方法に
ついての案内をお渡しします。お電話の方は当館
ホームページでご確認ください

共催：金山総合公園ぐんまこどもの国

3月･４月のおへやだより
※ただ今、各おへやは新型コロナウィルス感染拡大予防対策のため､利用制限を行っております。今後の状況をふまえ､
変更いたします。お越しの際は当館ホームページかお電話でご確認ください。

1
F

【サイエンスワンダーランド】(一部ご利用いただけない場合があります） 【こども図書室】
・絵本
・紙芝居

・マジカルステップ ・スバルR2カット ・エアーカーリング
・ハイビジョンシアター・インフォメーションロボットアルビーくん 他

【スペースシアター(プラネタリウム）】
観
覧
方
法

・児童書 ・マンガ
・育児書 ・育児雑誌

※中学生以下(幼児は保護者同伴)：無料、大人：300円
※利用制限時､各回定員：70名

■平日 9:30からチケットが入手可能です。2階スペースシアター前の券売機にて番組のチケットを
ご購入ください。 (中学生以下は無料券をお取りください)
■土･日･祝日 希望の上映時間が含まれる当館利用時間(1ページ表紙参照)に入館し、入館後、2階スペース
シアター前の券売機にて番組のチケットをご購入ください｡(中学生以下は無料券をお取りください)
重要）お時間を過ぎると、シアターへの入場はできません。ご注意ください。

◆番組の紹介

※「名探偵コナン」･「いのちの星の詩」は、本編上映前に季節の星座解説があります。

しまじろうと
ながれぼしのねがいごと
(約30分)

平原綾香 いのちの星の詩
～SPECIAL EDITION～
(約40分)

名探偵コナン
～灼熱の銀河鉄道～
(約40分)

◆上映予定番組
平日

土･日･祝日
※春休み期間

２
F

9:40

11:00

13:00

14:30

16:00

団体投影
(学習番組)

団体投影
(学習番組)

団体投影
(学習番組)

しまじろう

いのちの星の詩

10:30

14:00

16:00

しまじろう

名探偵コナン

いのちの星の詩

※左記春休み期間
･･･3月26日(土)～4月6日(水)

♥お休みする日：3/1(火)~4(金)、15(火)~18(金)(機器更新のため)、23(水)~24(木)(番組組込のため)
※3/1(火)~4(金)、15(火)~18(金)は、多目的ホールに移動プラネタリウム「にこっとドーム」が登場します！
詳細は3ページをご覧ください。
○「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をお願いします。
○一般枠で観覧される団体は、入場前に手続きをおこないますので、早めにスペースシアターへお越しください。
○障害者手帳の交付を受けた方､及びその介護者1名は無料でご観覧いただけます。スペースシアター入口でスタッフに手帳をご提示ください。
○毎月第3水曜日は「ぐーちょきシニアパスポート」持参でプラネタリウムを観覧した方にオリジナルグッズをプレゼントします。

●お知らせ●
2月22日(火)～３月11日(金)の間、２階のフロアにて改修工事を行います。
【クラフトルーム/パソコンルーム】 期間中､多目的ホールにて運営します。（一部コーナーは､お休みします）
【ビデオライブラリー】 期間中、お休みします。
※ご迷惑をおかけしますが､ご了承ください。

【クラフトルーム】※利用対象：子ども(未就学児は保護者同伴) ♪ぞうけいコーナー♪
■3/4(金)～3/31(木)につくれる工作「ころんとパズル」
■4/1(金)～4/22(金)につくれる工作「くるくる♪egg」

利用対象：小学生~中学生

コーナーにある材料を使って自由に工作できます。
♥上記改修期間は､お休みします

※3/18(金)､ 4/15(金)、は「おたんじょうてがた」開催のため､9:30~11:00の通常利用は人数制限をいたします。
※おりがみコーナー､らくがきコーナーは当面ご利用を見合わせております。

【プレイルーム】※利用対象：0～6歳の未就学児(保護者同伴)
■乳幼児が遊べる遊具を設置しています。

【ビデオライブラリー】

【パソコンルーム】※ご利用対象：子ども(未就学児は保護者同伴)

※ご利用対象：子ども(未就学児は保護者同伴)
♥上記改修期間は､お休みします。

３ 【研修室】
イベント開催に利用します。
F
こども･子育て相談室（1F保健室）
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）

♥お休みする日：4/8(金)(遊具の入れ替えのため)

■「パソコンでお絵かきしよう！」
平日のみ(長期休暇をのぞく) ♥上記改修期間は､お休みします。
パソコンで描いた絵をプリントできます。(1日につき１人１枚まで）

【授乳室】

【ビューラウンジ】
公園の景色が一望できます。

当館ホームページ内

♣おうちであそぼう! ♣
おうちであそべる様々な
コンテンツを紹介。
－４－

群馬県内児童館情報
群馬県内児童館の情報が
ご覧になれます。

