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〒373-0054 太田市長手町480 TEL：0276-25-0055／FAX：0276-25-0059

HP：https://kodomonokuni.or.jp 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。

※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。
HP QRコード

休館日

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。

○利用時間 9:30~17:00（時間制限はありません）
○利用人数 館内の滞在者が100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。
○入館方法 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

○利用人数 各回100名

※は夏休み期間【7/21(木)～8/31(水)】の時間

○入館方法

※37.5℃以上の発熱等がある場合入館できません。 ※館内では乳幼児をのぞき､マスクの着用をお願いします。
※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。 ※館内でのお食事はできません。
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9:30～11:00
※9:00～11:00 11:30～13:00 13:30～15:00 15:30～17:00

混雑回避のため､右記の通り
時間制限を設けています。
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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（上記夏休み期間は9:00）から全回分を児童会館入り口にて配布します。
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当館利用方法について

6月24日(金)子育てママのいきいきタイム
「まごわやさしいみそだまづくり」

体にやさしい手作りみそで健康腸活！美腸マイスターの先生
からお話を伺い、実際にみそだまを作ります。
キーワードは「まごわやさしい」です！

場 所

講 師

定 員

研修室

10:00~11:00

子育て中の母親と子ども(乳幼児)

10組 1組､500円

佐藤 広美 氏(美腸マイスター)

★5/24(火)9:00~、来館または電話で

対 象

参 加 費

時 間

6月19日(日) パパとEnjoy！
｢パパといっしょにタグラグビー！｣

公園･わんぱく広場(荒天時:多目的ホール)

10:00～11:30

父親と子ども(小学生～中学生) 30名

タオル、飲み物、動きやすい服装で

特定非営利活動法人

ワイルドナイツスポーツプロモーション
★5/22(日)9:00～、来館または電話で

タックルの代わりに腰につけた「タグ」(ひも)を

取る「タグラグビー」に､親子で挑戦してみよう！

時 間

場 所

対 象 定 員

講 師

持 ち 物

6月18日(土) 絵本のワークショップ
｢図鑑をみてみよう！～カマキリ～」

研修室

①10:00~11:30 ②14:00~15:30

(入場:各回15分前~)

年長~中学生(小2以下は保護者同伴)

各回10名(同伴者は保護者含め2名まで)

★5/24(火)9:00~、来館または電話で

図鑑でカマキリを調べたあとに、カマキリを作ってみるよ！

時 間

場 所

対 象

定 員

こどもわくわく劇場

6月5日(日)
｢ママさんブラスバンド
☆おりひめ公演」

6月18日(土)
人形劇団「つくしんぼ＆
虹色ハートシアター公演」

公園・野外ステージ

11:00~12:00

どなたでも

(未就学児は保護者同伴)

※荒天時中止

多目的ホール

11:40~12:40

どなたでも

(未就学児は保護者同伴)

40名

時 間

場 所

対 象

時 間

場 所

対 象

定 員

イベントピックアップ



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。

開催日 プログラム名／内容 会場／時間 対象／定員／申込

3(金)
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。

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

4(土)

パソコン工房
パソコンを使って、持ち帰れる作品を作ります。

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)

食育事業「みつろうキャンドルをつくろう!」
はちみつやみつろうの話を聞いた後、みつろうを
使ってろうそくをつくります。※はちみつの試食

あり。アレルギーがある方はご確認ください。

研修室
①10:30~11:30
②14:00~15:00

小学生~中学生(小2以下は保護者同伴)
各回12名(同伴者は最小限で)
参加費：1人500円
講師：金子 浩子 氏（みせす）(キッチンの
科学プロジェクト KKP)
★5/4(水)9:00~、来館または電話で

5(日)
こどもわくわく劇場
ママさんブラスバンド☆おりひめ公演

※詳細は、イベントピックアップをご覧ください。

8(水)
おはなしチロル
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。

研修室
10:30~11:00
(受付：10分前~) 

乳幼児と保護者
15組
企画運営:当館ボランティア

11(土)

おもしろ科学教室
「不思議アートのぞき箱をつくろう」
箱の中をのぞくと、カラフルなもようがかさなり
あう不思議な世界がひろがっているよ。鏡のヒミ
ツを科学でときあかして工作しよう。

研修室
９:45~12:00

小学生~中学生(小３以下は保護者同伴)
15名、参加費：500円以内
講師：サイエンスインストラクターの会
★4/26(火)9:00~5/27(金)17:15
(ただし定員になり次第終了)
来館または電話で

にこっとちゃんとあそぼう
マスコットキャラクター「にこっとちゃん」とあそぼう！
記念撮影や参加した子ども達にプレゼントもあるよ！

多目的ホール
①11:40～12:10
②14:10～14:40

どなたでも
(未就学児は保護者同伴)
各回30名

12(日)

児童健全育成講演会「コロナ禍による社
会環境の変化と育成支援の課題～コロナ
禍の子どもの育ちを支えるために～」
「コロナ禍」の影響でダメージを受けている子ど
も達は、何を失いどのような支援が必要なのか。
基調講演と、講師の専門性を生かしたパネルディ
スカッションの２部構成で行います。

多目的ホール
基調講演13:30~14:30
パネルディスカッション
14:45~16:00

申込は→
こちらから

児童健全育成関係者及び一般、100名
【基調講演】大竹 智 氏(立正大学教授)

【パネルディスカッション】大竹 智 氏
柳澤 邦夫 氏(西真岡こどもクリニック顧問)
伊藤 久恵 氏(社会福祉法人晴香共育部長)
田中 悦二郎 氏(藤岡中央児童館館長)
★5/13(金)9:00~、専用フォームで

15(水)
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。

研修室
10:30~11:00
(受付:15分前~)

乳幼児と保護者
20組

17(金)
子育て相談室
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。

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：宮内 洋氏(群馬県立女子大学教授･
公認心理師･臨床発達心理士)

★受付中､来館または電話で

18(土)

こどもわくわく劇場人形劇団「つくしんぼ
＆虹色ハートシアター公演」

※詳細は、イベントピックアップをご覧ください。

絵本のワークショップ

「図鑑をみてみよう！～カマキリ～」
※詳細は、イベントピックアップをご覧ください。

19(日)

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。

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

パパとEnjoy！
｢パパといっしょにタグラグビー！｣

※詳細は、イベントピックアップを
ご覧ください。

24(金) 子育てママのいきいきタイム
「まごはやさしいみそだまづくり」

※詳細は、イベントピックアップを
ご覧ください。

26(日)
12星座物語
季節の星空解説と､お誕生日の星座「いて座･やぎ
座･みずがめ座･うお座」の番組を投影します。

スペースシアター
12:00~12:40
(入場：10分前~）

どなたでも(未就学児は保護者同伴)

70名

29(水)
ねんねでパシャリ！
プロのフォトグラファーがお子様の寝転びアートを
撮影。データは後日メールでお渡しします。

研修室

10:00~11:30

1才までの子どもと保護者、10組
講師:キラ ユキエ氏 (フォトグラファー）
★5/27(金)9:00~、来館または電話で

のもよおし
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開催日 プログラム名／内容 会場／時間 対象／定員／申込

1(金)
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。

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

2(土)
パソコン工房
パソコンを使って、持ち帰ることができる作品を
作ります。

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)

3(日)

あそぼうタイム
～みんなでいっしょに水鉄砲バトル！～
子どもから大人までみんなで遊ぼう！
公園で水鉄砲バトルを行います。※悪天候時(気
温が高い日も含む)は、室内で集団あそびだよ。

公園･わんぱく広場
①10:30~11:30 ②14:00~15:00
※悪天候「集団あそび」研修室
①10:00~10:30 ②14:00~14:30
③15:45~16:15(受付：各回15分前~)

年長児～一般(未就学児は保護者同伴)
各回20名
持ち物：飲み物､タオル
着替え

9(土)

おやこプラネタリウムＳＰ
「エリス先生の英語を楽しむコンサート」
バイリンガルママ､エリス先生の歌を親子で
楽しむコンサートです。

スペースシアター
10:00~10:40(入場：10分前~)

乳幼児の親子、100名
奏者：エリス(バイリンガルママ・シンガー)
くまもんジョー(ピアニスト)

10(日)

群馬クレインサンダーズとあそぼう
群馬のプロバスケットボールチーム「クレインサンダー
ズ」の選手やスタッフと､リズムトレーニングや
初心者向けのバスケットボール体験を行います。

多目的ホール
10:30~12:00

小学生、20名(保護者等見学は2名まで可)
持ち物：飲み物､タオル
動きやすい服装､靴
講師：群馬クレインサンダーズの選手2名
(※新型コロナウイルスの影響で選手を派遣
できない場合は元選手とスタッフで対応)

★6/11(土)9:00~、来館または電話で

12(火)
~

14(木)

おもちゃの広場
おもちゃコンサルタントが選んだおもちゃで遊べま
す。また､コンサルタント在室時間はおもちゃの
紹介や相談を行います。

プレイルーム
9:30~17:00
＜コンサルタント在室時間＞
10:00~11:30、13:30~15:00

乳幼児と保護者、10組
協力：芸術と遊び創造協会

東京おもちゃ美術館

13(水)
おはなしチロル
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。

研修室
10:30~11:00(受付：10分前~) 

乳幼児と保護者
15組
企画運営:当館ボランティア

14(木)
おやこプラネタリウム
「ラビくんのうちゅうりょこう」
シアター内を少し明るくして人気番組を上映します。

スペースシアター
11:00~11:30(入場：10分前~)

乳幼児の親子

30組

16(土)

プラネタリウム特別企画
「星空と音楽～クラリネット･チェロ
ピアノによるコンサート～」

クラリネット､チェロ､ピアノの生演奏を楽しめます。

スペースシアター どなたでも(未就学児は保護者同伴)
各回100名
奏者：田島 しょうこ(クラリネット)
関根 順子(チェロ)
峯岸 梓(ピアノ) おおた芸術学校講師
★6/16(木)9:00~、専用フォームで

①10:00~11:00 ②14:10~15:10

18
(月･祝)

~
24(日)

カプラであそぼう
「第9回全国KAPLA®大会作品募集」
期間中、当館でカプラ®作品を作ってください。

希望者の作品を職員が大会にエントリーします。

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6組
主催：カプラジャパン(有限会社アイ･
ピー･エス)／特別協力：一般財団法人
児童健全育成推進財団

18
(月･祝)

プラネタリウム企画投影
「星のソムリエ®」星空案内
①ほんとはおかしい？星座のおはなし

②ハーバリウムボールペンと海とプラネタリウムの星

スペースシアター
研修室(②のペン作り)
①14:00~14:40  ②15:20~16:40

年中以上(①未就学児は保護者同伴
②小3以下は保護者同伴)
①40名 ②30名
参加費：②のみ300円
★6/22(水)9:00~、来館または電話で

20(水)
にこにこサロン
お日さまいっぱいあびて､親子で元気にお外遊び！

公園(かくれんぼの丘)
10:30~11:30(受付：15分前~)
荒天時：研修室、10:30~11:０0

乳幼児と保護者
20組

22(金)
子育て相談室
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。

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、来館または電話で

25(月)
太工フェアINぐんまこどもの国児童会館
～太工生といっしょにチャレンジ～
太田工業高校の生徒が製作した作品が大集合。

多目的ホール
10:00~11:00、11:30~13:00
14:00~15:00

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)

30(土)
~ 8月
28(日)

夏休み特別企画「科学捜査展～科学の
力で真実を解き明かせ～」
会場に設置された事件現場を観察し、タブレットを
使って事件の解明に挑戦する捜査体験や、様々な科
学捜査の鑑定手法紹介などを行います。

多目的ホール
9:20~11:00、11:30~12:30
14:00~15:00、15:30~16:30
＜捜査体験＞
① 9:50~10:10 ②10:20~10:40
③11:50~12:10 ④14:20~14:40
⑤15:40~16:00 ⑥16:10~16:30

どなたでも(未就学児は保護者同伴)
各回60名(随時定員まで受け入れ)
＜捜査体験＞
小学生~(小2以下は保護者同伴)
各回12名

のもよおし

★印は事前申込です。★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。

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。



6月・7月おへやだより

【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。 ♥お休みする日：7/15(金)(遊具の入れ替えのため)

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）

・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

【こども図書室】
・絵本 ・児童書 ・マンガ
・紙芝居 ・育児書 ・育児雑誌

【クラフトルーム】※利用対象：子ども(未就学児は保護者同伴)
■6/ 1(水)～6/24(金)につくれる工作「カップケーキ♡」
■6/25(土)～7/ 7(木)につくれる工作「きらきら☆天の川」

※6/3(金)･7/1(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。

【研修室】
イベント開催に利用します。

３
F

【授乳室】 【ビューラウンジ】
公園の景色が一望できます。

２

F

－４－

※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。

○「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。

※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：100名

観
覧
方
法

【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) 

■「パソコンでお絵かきしよう！」 平日のみ(長期休暇期間をのぞく)
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）

平原綾香 いのちの星の詩
～SPECIAL EDITION～

(約40分) 

◆番組の紹介 ※「名探偵コナン」･「クレヨンしんちゃん」・「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。

名探偵コナン
～灼熱の銀河鉄道～

(約40分)
６/５(日)まで

【ビデオライブラリー】
※ご利用対象：子ども(未就学児は保護者同伴)

しまじろうと
ながれぼしのねがいごと

(約30分) 

【スペースシアター(プラネタリウム）】

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。

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）

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。

■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。

♪ぞうけいコーナー♪
※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。

◆上映予定番組

♥お休みする日：◯6/ 7(火)～9(木)(番組組込のため) ◯7/ 9(土)10:30の回のみ(コンサートのため)

◯7/16(土)(特別企画のため) ◯7/18(月･祝)14:00の回､16:00の回(企画投影のため)

平日

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
平日の上映は6/9(木)まで

新番組 クレヨンしんちゃん
6/10(金)から

土･日･祝日

夏休み期間
※

10:30 14:00 1６:00

※夏休み期間
7/21(木)~8/31(水)しまじろう

名探偵コナン 6/5(日)まで
いのちの星の詩

新番組 クレヨンしんちゃん 6/11(土)から

クレヨンしんちゃん宇宙からの来訪者
～カスカベ大パニック～

(約40分)
６/10(金)から

♦6/7(火)、8(水) 、9(木）は、移動プラネタリウム「にこっとドーム」登場！♦
移動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。

■時間：①14:30~ ②15:30~ (各回約25分) ■定員：各回約10人 ■観覧料：無料 ■場所：多目的ホール


