
Ⅰ 事業の実施状況

１健全育成事業

（１）企画事業（企画行事・企画展示）

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

春のこども国フェスティ 風船やり投げやカーリング、スケーティン 4/1～6 多目的ホール 5,362人
バル｢目指せ金メダル！ グボード、新体操等のアトラクションに挑
にこっとちゃん大運動会 戦して、メダルを授与した
2014」

ゴールデンウィーク企画 入り口で覚えた宝と同量の宝を探すミラー 4/25～5/11 多目的ホール 21,266人
「宝さがしめいろ おか 迷路とお菓子の形のエアードームを設営し
しのおうち」 た

「児童福祉週間群馬県子 県の子育て支援に関連した施策を紹介した 4/25～5/11 多目的ホール アンケート
育て関連施策パネル展」 パネルの展示とアンケートを実施した 597人

共催 群馬県

児童福祉週間特別企画造 テレビにも出演している講師による粘土教 5/6 研修室 94人
形教室スペシャル｢ねん 室を開催した。プリンとカラフルなマカロ
ドル岡田ひとみのねんど ンをそれぞれ作った
でミニチュア！スイーツ 出演 ねんドル岡田ひとみ
作り｣

児童福祉週間特別企画 アフリカやキューバの太鼓、世界の打楽器 5/11 第１研修室 112人
「世界の太鼓にふれてみ を参加者が円になって叩いた
よう！～ドラムサークル 出演 清水 和美(ドラムサークルぐんま)
で遊ぼう～」

夏休み特別企画 流しそうめんやすいか割りを楽しんだ 8/2 研修室ベラン 13人
「流しそうめん＆すいか ダ
わり」

夏休み特別企画 ヨーヨーすくいやうちわ作り等の縁日と和 8/2 多目的ホール 317人
｢にこっと夏まつり～み 太鼓に合わせて輪になって踊った 3 291人
んなであ・そ・ぼ｣

夏休み特別企画 浴衣で来館した子どもにはお楽しみくじ引 8/2～3 多目的ホール 61人
｢児童会館★ゆかたデー｣ きと大人には観覧券をプレゼントした ｽﾍﾟｰｽｼｱﾀｰ

夏休み特別企画 昔ながらのおばけ屋敷を設営し、楽しんで 8/8～31 多目的ホール 27,741人
「おばけやしきへいらし もらった
ゃ～い！」

夏休み特別企画 登録ボランティアによる雰囲気ある怪談話 8/16 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 105人
｢怪談 こわ～い話」 の語りを行った 23 多目的ホール 116人

夏休み特別企画 ハイビジョンシアターや保健室、ビデオラ 8/22 館内各所 15人
｢夜の児童会館ミステリ イブラリー、プラネタリウム等の館内ミス 30 20人
ーツアー」～探検してみ テリーツアーとゲームで楽しんだ
ナイト！～

こどもの国のお正月 会場に畳みを敷き詰め、カルタやすごろ 1/4～12 多目的ホール 4,707人
「2015年 新春あそび初 く、お手玉等ができるコーナーと、輪投げ
め。まったりあそんじゃ やこま、皿回しのコーナーを設置した
おう！」

「新春ししまい公演」 正月らしい伝統的な獅子舞の公演を行った 1/4 研修室 257人
出演 太田神楽

｢ぐんまちゃん&にこっと 着ぐるみのぐんまちゃんとにこっとちゃん 1/4 3階エレベー 60組
ちゃんと写真を撮ろう!｣ が登場し、記念撮影を行った ターホール

「みんなでトライ！玉す 玉すだれの実演とやり方体験を設けた 1/5 多目的ホール 135人
だれ体験！！」 出演 飯塚 千紗

「七福神をさがせ」 館内に隠れている七福神モチーフを探した 1/6 研修室 27人

「大もちつき大会」 本物の臼と杵で、子ども達のもちつき体験 1/10 ピロティ もちの配布80人
とおいしいおもちをつき、配布した。 もちつき体験600人
共催 群馬県立金山総合公園

「ジュニアスタッフのお ジュニアスタッフがお抹茶を振る舞った 1/11 多目的ホール 92人
茶会」

「上州ろう太鼓心響公 手話での解説と通訳を交えて、迫力のある 1/12 多目的ホール 391人
演」 演奏を披露した 出演 上州ろう太鼓心響



事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

「日本一のけん玉師伊藤 プロけん玉師によるパフォーマンスと各々 1/12 多目的ホール 521人
佑介のけん玉ショー＆ワ けん玉を持って「もしかめ」のワークショ
ークショップ」 ップを行った 出演 伊藤 佑介

春のこども国フェスティ 修行や洞窟、川渡り、がけ登り等のステー 3/27～31 多目的ホール 3,838人
バル ジに挑戦してスタンプを集め、宝の島を目
｢目指せ宝の島！トレジ 指した
ャーハンターになろう｣

第24回ぐんま母親クラブ 県内各地域で活躍している母親クラブのお 5/18 多目的ホール 2,107人
フェスティバル 母さん達が、クラブ紹介や劇、楽器演奏、 第２研修室、
～ひかってるネ！お母さ 手芸、工作などの活動発表を行った ３階ギャラリ
ん～ 主催 ぐんま地域活動連絡協議会・群馬県他 ー 他

父と子のふれあい自然活 親子でカレーを作り、パワースポットを巡 6/1 東毛青少年自 50人
動～カレーを作ってパワ ってハイキングをした(わくわくパパ講 然の家
ースポット巡りだ！～ 座、ふれあい食育体験関連事業)

富岡製糸場と絹産業遺産 世界遺産登録決定日翌日に、まゆでたこと 6/22 ピロティ 118人
群世界遺産登録記念「ま ぐんまちゃんのマスコット作りを行を記念
ゆクラフトでマスコット 事業とした。また、懸垂幕も掲揚した
を作ろう」

ぐんまウォーターフェア 水質に関する実験や森林やダム、水力発電 7/25～27 多目的ホール 1,930人
に関するパネル展示等を行った
主催 群馬県

ぐんまこどもの夢大賞作 絵画と童話の最優秀賞、金賞、銀賞、銅 11/16～30 ２階・３階ギ 10,137人
品展 賞、奨励賞の入選作品の展示を行った ャラリー

ぐんまこどもの夢大賞入 12/6～15 群馬県庁32階 5,409人
選作品展in群馬県庁 展望ロビー

第８回のびのび保育展 保育士による読み聞かせやおやつの試食、 11/8 多目的ホール 3,880人
歌やダンスの発表、コンサート等開催した 公園
主催 太田市保育園連絡協議会他

子どもの医療講演会｢子 ｢家庭でできる子どもの応急処置」等医療 11/13 研修室 21人
どもの救急について」 機関受診前の家庭での対応方法についての 18 29人

講演会を開催した
主催 東部保健福祉事務所
講師 堀 尚明(太田記念病院小児科）

第７回ぐんまこどもの国 本県出身のレーシングドライバー小暮卓史 11/29 ピロティ、公 1,260人
にフォーミュラカー＆小 氏がレースで使用している車両の展示や説 園 乗車撮影会80人
暮卓史がやってくる!! 明、エンジン始動、乗車撮影会、クイズラ とん汁配布250人

リー等を行った。豚汁やソーセージ、関連 ｿｰｾｰｼﾞ配布250人
グッズの配布等も行った。 カート走行78人
共催 (株)コグレ、金山総合公園 ｴﾝｼﾞﾝ始動85人
後援 (有)中嶋企画
協賛 エプソン販売(株)､(株)不二WPC､ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ

ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞﾝ(有)､ (株)ぐんらく

第５回おおた・まちの先 団体が環境や物づくり体験の場を出展した 11/30 太田市立尾島 73人
生見本市 中で、「粘土キャンドルでケーキを作ろ 小学校

う」を行った

ぐんまこどもの国クリス 歌と楽器演奏の団体によるコンサートとビ 12/21 多目的ホール 326人
マスコンサート ンゴ大会を行った

主催 群馬県立金山総合公園

ＯＬＣこどもまつり 太田市リーダークラブが中心となって、手 2/8 多目的ホール 425人
作りゲームや人形劇等のプログラムを企画 第２研修室
して実施した
主催 太田市リーダークラブ

子育て講演会 おてて絵本の楽しみ方や親子で触れ合う大 2/21 多目的ホール 200人
｢サトシンの絵本＆おて 切さを講演した
て絵本よみまショー」 主催 太田市保育協議会 主演 サトシン

こどもの国ドリームステ 子ども達に人気のアニメキャラクターの着 3/14 野外ステージ 3,057人
ージ「妖怪ウォッチ ジ ぐるみによる、クイズ大会や握手会を開催
バニャンがやってくる!! した
inぐんまこどもの国」 共催 金山総合公園

群馬県民の日記念 こど 午前の部は障がい児者専用回、午後は一般 10/28 多目的ホール 午前182人
も観劇会 劇団め組公演 として観劇会を行った 午後275人
「はだかの王様」 出演 劇団め組



事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

こども劇場 県内大学・短大・専門学校公演 5日間 多目的ホール 1,679人
年間 14公演開催 (中央情報経理専門学校、関東短期大学、群馬医療
利用者数 9,476人 福祉大学、育英短期大学、大泉保育福祉専門学校)

コンサート公演 2日間 ピロティ 387人
（みにおけ屋､ママさんブラスバンド☆おりひめ） 多目的ホール

ミュージカル公演 2日間 多目的ホール 1,138人
（ミュージカル劇団アラムニー）

地域ボランティア団体公演 5日間 多目的ホール 6,272人
（アクションチームＴＭＣワイルド、お母さん人 野外ステージ
形劇、人形劇団「つくしんぼ」、虹色ハートシア
ター、太田おはなし友の会）

（２）各室運営（一般・講座・グループ事業）
①サイエンスワンダーランド運営

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

常設展示 常設の科学展示装置の運営 4/1～3/31 ｻｲｴﾝｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 273,369人

巡回展示「科学市場 モーターラボ」 4/11～ 127,089人
協賛 (公財)つくば科学万博記念財団 8/31

巡回パネル展示「地球から宇宙へ」 4/26～6/1 2階3階ギャラ 6,163人
企画製作 宇宙航空開発研究機構(JAXA) リー
協 力 全国科学館連携協議会

巡回パネル展関連行事 5/11 27人
「星博士の天体パネル解説会」
講師 石川 昭良(太田市こども館)

巡回パネル展示｢日本の深海調査の開拓者｣ 7/1～31 3階ギャラリ 2,316人
企画製作 海洋研究開発機構(JAMSTEC) ー
協 力 全国科学館連携協議会

ハイビジョンシアター 「プチ映画館」(CS放送や優良番組の上映) 4/1～3/31 ハイビジョン 8,614人
シアター

夏休み特別上映「若田宇宙飛行士、きぼ 8/11～15 324人
う、こうのとり、宇宙食」
協賛 (JAXA)(JAXA/NASA)

児童館ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ「影絵の上演」 10/19 102人
上演 伊勢崎市児童センター

実習生による「親子で作ろう！お花紙のふ 12/20 45人
わふわクリスマスリース」

太田工業高校の生徒によ 回路の組み立てやハンダ付けの作業を行 8/2 研修室 24人
る｢夏休みものつくり教 い、ロボットを製作した
室 つくってプチロボコ 協力 群馬県立太田工業高校
ン」

「太工フェアINこどもの 太田工業高校の生徒が製作したアームロボ 10/11 多目的ホール 756人
国児童会館～高校生とい ットやクレーンゲーム機、合成写真カレン
っしょにやってTRY！た ダー等をスタンプラリー形式で体験した
めしてチャレンジ！～」 協力 群馬県立太田工業高校

ものづくり体験「ぐんま 6cmのプラスチック製ぐんまちゃんを組み 8/5～6 第１研修室 189人
ちゃんのプラモデルをつ 立て、油性ペンで色づけした
くろう！」 共催 群馬県(産業技術センター)

ぐんまちゃんゆるキャラ 11/24 75人
グランプリ2014第1位お
めでとう記念｢ものづく
り体験ぐんまちゃんのプ
ラモデルをつくろう！｣

第36回太田発明くふう展 太田市内の児童・生徒及び一般から募集し 9/13～15 研修室 684人
た発明考案品の展示及び審査会を行った
主催 太田発明協会

第85回群馬県創意くふう 県内地区展で選ばれた小･中･高校生、一般 11/1～3 多目的ホール 1,400人
作品展 の最優秀作品等を展示した

主催 一般財団法人群馬県発明協会



事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

がんばれ!!群馬のものづ 旅客機｢富嶽｣のラジコン飛行機の展示やエ 9/21 多目的ホール 737人
くり～幻の旅客機富嶽登 ンジンの始動、紙飛行機工作等を行った ピロティ 工作 206人
場～ 協賛 夢工場おおた

紙飛行機とばし大会 幼児と小学生に分け、自分で作った紙飛行 多目的ホール 52人
機を飛ばして競った(あそぼうタイム共同実施)

プチサイエンスショー 「磁石のひみつ？！」 3日間 ハイビジョン 251人
年間 22回開催 シアター
利用者数 2,387人 「科学マジック」 2日間 194人

「瞬間冷却－196℃の世界」 6日間 655人

「空気のすご～い力！」 6日間 593人

「ビリビリ実験」 3日間 334人

「音であそぼう」 2日間 150人

スペシャルサイエンスシ 「こじまあきら先生の体験☆サイエンスマ 5/31 多目的ホール 222人
ョー ジック」講師 小島 昭(群馬工業高等専門学校）

夏休みサイエンスウィーク2014 「木登りテントウムシポータブル」実演 7/23 県生涯学習センター 91人

科学工作 ｢ぐるぐるレーシングカー｣ 共催 (株)コグレ 6/8 第２研修室 48人
年間 5回開催
利用者数 687人 「アッチコッチかざぐるま」 12/23 第１研修室 98人

「ひらり★忍者ひつじ」 1/5 ｻｲｴﾝｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 56人

｢色々な科学工作を作ろう・体験しよう～｣ 3/1 研修室 417人
協力 群馬大学理工学部山田・坂主研究室

丹羽 孝良(桐生市立西小学校）
ぐんま昆虫の森

「クルクル★れいん棒（ボー）」 3/27 第２研修室 68人

おもしろ科学教室 「お天気アジサイを作ろう」 5/24 第１研修室 20人
共催 群馬県生涯学習センター

「ゆうれいブランコを作って遊ぼう」 7/12 研修室 28人

「エコーメガホンで話をしよう」 11/1 第１研修室 13人

「コマを空中に浮かせて回して遊ぼう」 2/7 研修室 26人

科学講座 はじめまして科学くん｢ニョロニョロこま 4/20 第２研修室 27組 49人
年間 7回開催 を作って科学しよう！｣ 講師 淺井 武二
利用者数 432人

「ドライアイスで遊んでみよう！」 6/15 第２研修室 46人
講師 石川 博之（太田市立北中学校）

「生き物のすみかを作ろう大作戦！！」 7/6・8/3 研修室 69人
講師 小島 昭（群馬工業高等専門学校） 公園
共催 群馬県立金山総合公園

｢あそこにも、ここにもあった虹色の世界｣ 11/9 第１研修室 26人
講師 石川 博之（太田市立北中学校）

はじめまして科学くん「リングキャッチャ 12/14 第１研修室 16組 32人
ー＆炭酸ガスロケットをつくろう！」
講師 丹羽 孝良(桐生市立西小学校）

「リングキャッチャーに挑戦！！」 12/14､1/25 サイエンスワ 200人
講師 丹羽 孝良(桐生市立西小学校） ンダーランド

大人のための科学講座｢色が変わる!!紫外 1/25 第１研修室 10人
線ブレスレットを作ってみよう｣
講師 丹羽 孝良(桐生市立西小学校）

全国科学館連携協議会関 加盟館の状況報告とにこっとドームの見学 10/2 第１研修室 6団体 11人
東信越ブロック研修会 を行った 多目的ホール

団体利用 「キラキラコップ」 2日間 第１研修室 2団体 158人
合計 3団体217人

「科学マジック」 1日間 ハイビジョン 1団体 59人



②スペースシアター運営（プラネタリウム）

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

プラネタリウム一般番組 「しょこたんのワンダー宇宙」 4/1～9/7 スペースシア 3,288人
利用者数 7,624人

「銀河鉄道の夜」 9/13～3/1 3,874人

「HAYABUSA2」 3/7～31 462人

プラネタリウムこども番 「ドラえもん宇宙ふしぎ大探検２」 4/1～6/8 スペースシア 4,957人
組 ター
利用者数 17,804人 「ポケットモンスアタ-XY 宇宙の破片」 6/14～3/31 12,847人

プラネタリウム特別番組 「それいけ！アンパンマン～星の色と空の 4/1～3/31 スペースシア 5,200人
色～」 ター

ほしぞらさんぽ 季節の星座解説番組を投影 4/1～3/31 スペースシアター 2,977人

プラネタリウムカップル クリスマスカップルデー 12/21､23 スペースシア 21組
デー ター

バレンタインカップルデー 2/14､15 68組

移動プラネタリウム 組込休の利用や関係機関に出向き、季節の 19日間 多目的ホール 147人
「にこっとドーム」 星座解説と神話アニメを投影 11/2 ぐんま昆虫の 83人

プラネタリウム企画投影 「天の川のひみつをさぐれ」 7/5 スペースシア 50人
年間 6回開催 講師 浜根 寿彦(ぐんま天文台) ター
利用者数 452人

「親子であそぼう☆プラネタリウム」 7/16 30人
(おやこサロン関連事業)

プラネタリウムコンサート「ルロット・オ 9/14 160人
ーケストラ～星の歳時記～」

「ファミリープラネタリウム」 10/19 90人
(児童館フェスティバル関連事業)

「宇宙ってどれくらい？？その大きさを感 10/25 69人
じてみよう！」

｢熟睡プラ寝たリウム～ぐっすり眠らナイト｣ 11/24 53人

星空観察スターフレンド 「火星と木星、土星を見よう！」 5/10 スペースシア 61人
年間 5回開催 「ペルセウス座流星群を見よう！」 8/9 ター、公園 55人
利用者数 267人 「秋の星座とアンドロメダ銀河を観よう!｣ 10/11 69人

「ふたご座流星群を見よう！」 12/13 51人
「冬の星座と木星を見よう！｣ 2/28 31人
講師 井上 重利、茂木 弘光、石川 昭良

天文観望会 「昼間の星★観察会」 11/23 太田市こども 26人
講師 石川 昭良(太田市こども館) 館

星を見に行こう!!ぐんま 天文台見学の他、工場見学やフルーツ狩り 8/8 ぐんま天文台 38人
天文台ツアー を楽しんだ

プラネタリウム団体 「ラビくんのうちゅうりょこう｣ 4/1～3/31 スペースシア 38団体 1,684人
＜学習投影＞ ター
合計 151団体10,693人 「みんなおともだち｣ 14団体 850人

｢たいようくんとおつきちゃん｣ 64団体 5,166人

「オリオンと会ったよ｣ 12団体 982人

｢THE MOON～月のふしぎ～｣ 5団体 385人

「宇宙～その大きさを感じてみよう～」 14団体 1,186人

「レッツスターウォッチング｣ 4団体 440人

プラネタリウム団体 「しょこたんのワンダー宇宙」 4/1～3/31 スペースシア 4団体 132人
合計 65団体2,304人 ター

「銀河鉄道の夜」 3団体 64人

「HAYABUSA2」 3団体 102人

「ドラえもん宇宙ふしぎ大探検２」 6団体 187人

「ポケットモンスアタ-XY 宇宙の破片」 40団体 1,532人

「それいけ！アンパンマン～星の色と空の 8団体 242人
色～」

「ほしぞらさんぽ」 1団体 45人



③クラフトルーム運営

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

自由利用 「キャップDEデコケーキ」 4/1～6 クラフトルー 2,313人
年間 19ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ム
利用者数 53,555人 1「するするGO！」 4/10～25 1,576人

季節1「こいのぼリズム♪」 4/26～5/6 3,817人

2「ふりふりストラップ」 5/9～6/1 3,502人

3「どんどんどんぶり♡」 6/4～29 3,317人
（ふれあい食育体験関連事業)

季節2「どうぶつ☆たんざく」 7/1～6 648人

4「きらっと◇はなび」 7/9～8/3 3,769人

5「サマー☆ちょうちん」 8/4～31 9,039人

6「ころころパック」 9/5～28 3,590人

7「にこっとマラカス♪」 10/1～23 3,304人

季節3「ハット☆ハロウィン ぺろぺろステ 10/25～31 1,584人
ッキ」

8「スタンプ」 11/1～27 3,861人

9「さんかくリース」 11/29～12/17 1,703人

10「めえーめえー♡カード」 12/19～1/22 3,127人

季節4「オニオニけんだま」 1/24～2/3 1,223人

11「くるんくるん♪」 2/4～19 1,586人

季節5「ダンダンおひなさま｣ 2/21～3/3 1,236人

12「ひっぱれ ばあ！」 3/4～22 2,269人

13「紙コップでぽん！」 3/25～31 2,091人

わくわくワークショップ 「ボードゲームをつくろう～3目並べ～」 5/3 第２研修室 15人
年間 6回開催
利用者数 119人 「キャッチボールゲームを作ろう！」 7/5 第１研修室 26人

「3段小物入れ」 9/6 33人

「紙皿deクリスマスナプキン入れ」 11/15 11人

「ポンポンたいこを作ろう」 1/11 13人

「ボール・イン・ワン！」 3/7 21人

よちよちワーク つくっ 「あにま鈴」 6/11 第２研修室 8人
りん

てみよう0･1･2
年間 4回開催 「ぽんぽんタンバリン」 9/10 25人
利用者数 71人

「ふわふわボール」 11/12 13人

「からころ♪マラカス」 3/11 25人

つなごうワーク 「つるして飾ろう！みんなのこいのぼり」 4/26～5/11 クラフトルーム 859人

おたんじょうてがた 「どれくらい大きくなったかな」 12回 第２研修室 457組

児童館フェスティバル 「手ぶくろ人形であそぼう」 10/19 クラフトルーム 366人

群馬県民の日特別企画 ｢マユクラフトでぐんまちゃんを作ろう！｣ 10/28 ２階ロビー 465人



事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

造形教室 児童福祉週間特別企画造形教室スペシャル 5/6 研修室 94人
年間 7回開催 ｢ねんドル岡田ひとみのねんどでミニチュ
利用者数 240人 ア！スイーツ作り｣

「けしゴムスタンプをつくろう！」 7/25 第１研修室 25人

「ねんどDEフォトフレーム」 7/26 第１研修室 30人

「コラージュうちわ～夏のおもいでかざっ 8/10 第１研修室 12人
ちゃおう～」

「くねくね ちょきんばこ」 8/11 第１研修室 39人

「くるくる☆モビールツリー」 12/20 第１研修室 11人

「キャンドルケーキをつくろう！」 3/21 第１研修室 29人

ぞうけいワーク1・2・3 ３回１コースで大型作品を制作 3日間 楽焼室 のべ25人

団体利用 「やきもの体験」 4/1～3/31 第１研修室、 1団体 39人
合計15団体 849人 クラフトルー

「ふりふりストラップ」 ム他 1団体 37人

「かみざらフリスビー」 10団体 611人

「とびだせロケット」 3団体 162人

④プレイルーム運営

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

自由利用 年間７プログラム 4/1～3/31 プレイルーム 38,339人

おもちゃコーナー１ 各種優良玩具を配置 4/1～3/31 第２研修室

おもちゃコーナー２ オセロや将棋等ボードゲームを配置 4/1～3/31 ２階ロビー 38,867人

ふれあい広場 休憩場所として解放 4/1～3/31 第１研修室

おやこサロンはいはい 月齢に応じた乳幼児親子向けの手遊び、親 7回 第２研修室 230人
子遊び等の実施

おやこサロンよちよち 年間 29回開催 10回 多目的ホール 302人
利用者数 820人

おやこサロンてくてく 11回 多目的ホール 258人

おやこサロンスペシャル 「親子であそぼう☆プラネタリウム」 7/16 スペースシア 30人
ター

あそぼうタイム 「紙飛行機とばし大会」 9/21 多目的ホール 52人

「ボールパークで遊ぼう～今年もやるよド 10/13 多目的ホール 212人
ッチボール～」 大会 61人

いきいきママ講座 ｢季節のお花で寄せ植え作り｣ 5/9 研修室 16人
年間 8回開催 講師 角谷 一枝(太田フラワーメイト)
利用者数 160人

お母さんのための調理実習｢ママと一緒に 6/22 研修室 50人
クッキング～飾り巻寿司～」
講師 巻 真美

「いざという時にあわてない!!幼児安全 7/18 研修室 14人
法」講師 日本赤十字社群馬県支部職員

「すっきり収納!!快適子育て空間づくり」 9/19 研修室 21人
講師 山口 智子(ハウスキーピング協会)

「ハンドメイドでBoxティッシュカバー」 10/10 研修室 9人
講師 高橋 綾乃(ぐんまこどもの国児童会館)

「作ってみよう!!クリスマスバルーン」 11/21 研修室 15人
講師 伊藤 美香(ハーティーバルーン)

「ベビーマッサージ」 1/16 第２研修室 18組
講師 額田 直子(保健師･助産師）

「はじめてのベリーダンス」 2/27 多目的ホール 17人
講師 片桐 瑞枝 研修室



事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

いきいきパパ講座 父と子のふれあい自然活動～カレーを作っ 6/1 東毛青少年自 50人
てパワースポット巡りだ！～ 然の家

｢おとうさんの腕まくり!!本格そば打ち体 10/25 第１研修室 9人
験｣ 講師 塚越 新一

太田マザー＆チャイルド 発達がゆっくりな子どもと親向けの遊びを 11日間 研修室 142組
中心とした集団養育事業
共催 東部保健福祉事務所

ファミリーフェスティバル 10/3 研修室 12組

⑤ビデオライブラリー運営

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

自由利用 優良なビデオを鑑賞する場を提供 4/1～3/31 ビデオライブラリー 7,153人

こども映画会 「学校の階段」～恐怖の学校編・戦慄の校 7/21 多目的ホール 329人
外編～

ママのホットシアター& ｢はらぺこあおむし・スイミー他」「やな 3/8 339人
こども映画会 せたかしシアター」｢忍たま乱太郎｣

クリスマス映画会 ｢アーサー・クリスマスの大冒険」～みん 12/23 多目的ホール 86人
なで映画の感想をおしゃべりし合おう！～ 座談会 3人

ママのホットシアター 「うさぎドロップ｣ 11/7 研修室 12組24人

映像ワークショップ 「おばけ投影機」 8/9 第１研修室 28人

わくわく映像教室 「こまどり100コマアニメを作ろう！」 11/23 第２研修室 16人
協力 東日本デザイン＆コンピューター専門学校

⑥パソコンルーム運営

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

自由利用 インターネットやゲームソフトを通して、 4/1～3/31 パソコンルー 24,202人
パソコンを体験できる場を提供 ム

パソコンクラフト 「おなまえシール」 4/4 パソコンルー 49人
年間 4回 ム
利用者数 90人 「ハロウィンバックでおでかけ♪」 10/18 16人

「クリスマス☆リース」 11/29 16人

「ハートボックス｣ 2/7 9人

パソコン工房 「ファミリーペイントで顔写真に落書きし 6/7 パソコンルー 19人
年間 3回開催 よう！」 ム
利用者数 83人

「ファミリーペイントでお絵かきしよう～ 7/19 27人
プリントタイム」

「パソコンでお絵かきしよう！～プリント 9/13､3/28 71人
タイム～」

⑦こども図書室運営

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

自由閲覧 絵本、児童書、紙芝居等を自由閲覧 4/1～3/31 こども図書室 25,069人

おはなしのへや 絵本の読み聞かせや紙芝居の上演や工作 6日間 第２研修室 143人

おはなしのへやデラック 絵本の読み聞かせや紙芝居の上演やパネル 4日間 ハイビジョン 254人
ス シアターの実演 シアター

おはなしひろば 平日来館する親子向け読み聞かせ等 11日間 こども図書室 92人

自転車紙芝居 昔ながらの自転車紙芝居の上演 4/29 公園 285人
10/13 ピロティ 208人

夏休み特別企画 「怪談 こわ～い話」 8/16､23 ハイビジョンシアター 221人



事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

絵本のワークショップ 広瀬克也先生のワークショップ「おばけの 8/31 研修室 71人
お面をつくろう！」 講師 広瀬 克也

親子で作ろう♪「うごく！はらぺこあおむ 2/11 第１研修室 41人
しをつくろう」

絵本のティータイム 「わらべうたと絵本で豊かな時間を」 5/22 第１研修室 20人
講師 高橋 静代(高崎まめっちょの会)

団体利用 「絵本を読んだらあそぼう」 4日間 ハイビジョンシアター 4団体 91人

⑧食育体験事業

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

ふれあい食育体験 父と子のふれあい自然活動～カレーを作っ 6/1 東毛青少年自 50人
【楽しい食事は元気のも てパワースポット巡りだ！～ 然の家
と】をテーマに、様々な
催し物を開催した 「どんどんどんぶり」 6/4～29 クラフトルーム 3,317人
〈食育月間6/1～30〉

☆親子でちょうせん！食育クイズ☆ 6/28､29 2階ギャラリー 121組

ファイブ･ア･デイ｢食育体験ツアー｣ 6/14 とりせん城西 29人
共催 ファイブ･ ア･ デイ協会、（株）とりせん の杜店

いきいきママ講座 6/22 研修室 50人
「ママと一緒にクッキング～飾り巻寿司」

親子おいしい工場見学「牛乳製造ラインの 7/13 ミルクランド 46人
見学とバター作り体験」 東毛
講師 東毛酪農業協同組合職員

「ハッピー！メリメリクリスマス」 12/6､7 多目的ホール 工作 159人
ケーキ作り 170人
読み聞かせ71人
ゲーム大会57人

クッキング☆キッズ!!「みんなのバレンタ 1/31 第１研修室 18人
イン☆ハッピーデコクッキー」

⑨体力増進事業

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

チャレンジ！スポーツ たけうま、なわとび、フラフープ、リボ 13日間 多目的ホール 3,685人
ン、ボール、ロッククライミング等運動遊
具を組み合わせて実施

ボールパークであそぼう 10/11､12 多目的ホール 1,002人

バトル！スポーツ 「水でっぽうバトル」 7/20 公園 37人

「ボールパークで遊ぼう～今年もやるよド 10/13 多目的ホール 212人
ッチボール～」 大会 61人

こどもの体力増進事業 「不破先生の速く走る！短距離教室」 7/19 公園 33人
スペシャル 講師 不破 弘樹（上武大学）

こどもの国親子スキーツ スキーの基礎と雪遊びを体験 1/18 軽井沢スノー 19組 40人
アー 講師 前橋スベロークラブ パーク

SUBARUスポーツ選手との 野球と陸上の基礎等を中心の教室を開催。 3/22 公園 152人
集い・ふれあい教室 終了後は豚汁をサービスした

共催 金山総合公園
協力 富士重工業（株）
後援 太田ﾀｲﾑｽ、ｽﾎﾟｰﾂｺﾑ･ｶﾞﾝﾊﾞ



⑩ふれあい仲間づくり事業

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

多目的ホール活用 「カプラ&ロッククライミング」 16日間 多目的ホール 7,933人

「ドミノ&ロッククライミング」 5日間 836人

「☆親子でちょうせん！ 食に関するクイズやなぞなぞに親子で取り 6/28､29 2階ギャラリー 121組
食育クイズ☆」 組んだ (ふれあい食育体験関連事業)

「全国児童館おりがみ作 「自然」をテーマにパーツを皆で折り、貼 6/13～22 ２階３階ロビ 1,091人
品展」 り合わせて作品に仕上げた ー

協力 公益財団法人児童育成協会こどもの城

「目指せ日本一～第1回 歓声したカプラの作品を写真撮影したり、 7/5､6 多目的ホール 488人
全国カプラ大会作品大募 全国大会にエントリーした
集～」

ふれあい仲間づくりスペ プロ講師によるダンスレクと子ども達のダ 6/22 多目的ホール レク 194人
シャル「みんなでダンス ンスチームが発表した 発表 213人
ダンスダンス！」 講師 飛田 真一

「ハロハロ ハロウィン 段ボール迷路とカラービニール袋を利用し 10/25､26 多目的ホール 3,366人
パーティー」 た衣装作り、仮装行列やゲーム大会を開 エントランス

催。26日は生演奏によりハロウィンの雰囲
気を盛り上げた 演奏 みにおけ屋

「ハッピー！メリメリク カップケーキのデコ体験と試食、絵本の読 12/6､7 多目的ホール 工作 159人
リスマス」 み聞かせやゲーム大会を行った ケーキ作り170人

読み聞かせ71人
ゲーム大会57人

わくわくランド団体利用 集団遊び「カプラであそぼう」 2日間 多目的ホール 2団体 58人

２育成環境づくり事業
（１）児童館交流促進事業

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

群馬県児童館連絡協議会

群馬県内児童館フェステ 幹事会を開催し、事業内容の企画検討 5日間 第１研修室 幹事11人
ィバル 群馬県庁

県内児童館の活動発表、遊びの提供 10/19 多目的ホール 8,041人
(50児童館参加) 館内各所

野外ステージ

群馬県内児童館ミニフェ フェスティバルで好評だったプログラムを 10/25 赤堀南児童館 81人
スティバル を地域で開催 11/1 井野児童館 89人

講師 山崎 茂(三波川ふるさと児童館あそびの学校)
（移動児童館あそびの出前関連事業)

児童厚生員等研修会 第１回「健全育成論」 6/13 県生涯学習セ 103人
年間 5講座 講師 森 静子（関東短期大学） ンター
利用者数 471人

第２回「児童福祉援助技術総論」 9/19 研修室 98人
講師 根岸 洋人(高崎健康福祉大学)

「個別援助活動」 85人
講師 大竹 智(立正大学)

第３回「ゲーム・運動あそび｣ 11/7 多目的ホール 86人
講師 羽賀 淳平(ぐんまこどもの国） 公園

第４回「集団援助活動｣ 1/21 県生涯学習セ 99人
講師 鈴木 雄司(東京福祉大学） ンター

遊びの指導技術開発研修 「表現活動」 7/11 多目的ホール 77人
会 講師 早川 百合子、柴崎 喜彦(人形劇団プーク）

児童館職員交流会 クリスマスやお正月にちなんだ工作の講習 12/12 研修室 36人
後、情報交換を行った
講師 冨田 悦子､源後 ゆかり(ぐんまこどもの国
児童会館）



事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

児童健全育成講演会 ｢危険なネット時代！子どもたちを守る基 2/18 研修室 50人
礎知識」
講師 高橋 祐紀(ぐんま子どもセーフネット活動
委員会)

群馬県児童館連絡協議会 群馬県児童館連絡協議会 総会 5/28 研修室 33館参加
事務局（会員66館）

群馬県児童館連絡協議会 館長交流会 5/28 研修室 26館参加

群馬県児童館連絡協議会 役員会 3/6 第１研修室 役員 9人

児童館活動情報収集（毎月2回送付） － － －

群馬県児童館連絡協議会職員録作成 6/1 － 発行部数 80部

遊具等貸出 遊具の貸出 4/1～3/31 35施設 54ｾｯﾄ

映画フィルムの貸出 4/1～3/31 7施設 10本

（２）ネットワークづくり事業
①移動児童館

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 利用(参加)者数

プレイバスの巡回事業 造形遊び「造形遊び」「やきもの体験」 12回 556人
年間 103回開催
利用者数 4,884人 科学遊び「科学マジック」「音の伝わり方」 18回 943人
(内訳） 「シャボン玉であそぼう」他
県内児童館 30回
学童クラブ 31回 集団遊び「親子遊び」「集団ゲーム」 68回 3,091人
子育て支援センター 18回 「カプラであそぼう」「水鉄砲バトル｣他
子ども会 7回
市町村 6回 映画上映「16ﾐﾘ映画の上映」 5回 294人
育児ｻｰｸﾙ 11回

あそびの出前事業 地域の児童館等と連携して、人気のある遊びを実施 2日間 170人
講師 山崎茂(三波川ふるさと児童館あそびの学校）

鑑賞事業及び移動プラネタリ 大型しかけ絵本｢じごくのそうべえ｣他(富岡児童館) 3/14 124人
ウム 出演 アクト☆やまと姫
年間 9回開催
利用者数 721人 人形劇「いっきゅうさん」他（草津町総合保健福祉 8/23 72人

センター) 出演 劇団ぽっぷこ～ん

ヒーローショー（太田市児童センター) 2/21 50人
出演 TMCワイルド

人形劇「いっきゅうさん」他（伊勢崎市あやめ児童 12/6 109人
館) 出演 劇団ぽっぷこ～ん

移動プラネタリウム 5回 366人
(太田市強戸児童館、前橋市朝倉児童館、高崎市総
合福祉センター内児童センター、太田市藪塚本町児
童館、学童たけのこ)

②多世代交流

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

｢多世代交流おとなもこど 縄跳びやフラフープ、皿回しの自由あそび 3/1 多目的ホール 集団ゲーム88人
ももみんなであそぼう!!｣ と時間制で集団ゲームを開催

（３）組織化事業

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

地域子育て支援指導者等 ｢荒巻シャケさんに学ぶノリノリ親子あそ 6/26 多目的ホール 52人
活動支援事業 び!!｣ 講師 荒巻 シャケ

「子育てサロン」 親子あそびや手遊び、情報交換などを実施 9日間 第２研修室 172組348人
共催 太田子育て支援ボランティアネットワーク

｢ぐんま母親クラブフェ 県内各地域で活躍している母親クラブのお 5/18 多目的ホール 2,107人
スティバル」～ひかって 母さん達が、クラブ紹介や劇、楽器演奏、 第２研修室
るネ！お母さん～ 手芸、工作などの活動発表を行った 他

主催 ぐんま地域活動連絡協議会､群馬県他



事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

ボランティア運営 施設ボランティアの募集・登録を行った 4/1～3/31 － 活動者
(登録者91人) のべ 332人

「ボランティアひろば」毎月１日付発行 － － －

ボランティア活動促進 「おもちゃの病院｣ 12日間 第１研修室 70組114個

「マジック＆腹話術ショー」 6/1､12/20 多目的ホール 142人

「人形劇であそぼう」 5日間 第２研修室 235人

｢ジュニアスタッフ｣ イベントの準備･企画･運営等(登録者30人) 45日間 館内各所 活動者のべ 255人

「にこっと夏まつり」 8/2､3 多目的ホール 参加者 608人

クリスマス映画会｢アーサー・クリスマス 12/23 多目的ホール 参加者 86人
の大冒険」

「ジュニアスタッフとあそぼう」 3/29 研修室 15人

（４）調査・研究事業

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 発行部数他

平成２５年度事業年報 発行(A4版､表紙ｶﾗｰ、41頁) 11月 350部

サービス向上委員会 内部委員会 6回 内部委員 6人

外部委員会 10/10､3/18 外部委員 4人

ご意見箱の設置 4/1～3/31 113件

利用満足度アンケート 8/12～31 2事業843枚
1/4～12

事業別アンケート 4/1～3/31 26事業1,298枚

コミュニケーション向上研修 5/19 18人
講師 (株)マネジメントサポート

障がい児応援プログラム調査 アンケートの実施 5/1～30 109枚
研究プロジェクトチーム

太田市内児童発達支援センター視察 6/20 内部委員 4人

「おとどけ！児童館」(学童クラブポルカ) 3/5 18人

（５）児童文化推進事業

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 会 場 利用(参加)者数

ぐんまこどもの夢大賞 作品受付 8/1～9/7 － 応募数
未来の夢をテーマに 絵画 6,865点
絵画と童話を募集 童話 484点

表彰式 11/16 多目的ホール 受賞者82人

入選作品展 11/16～30 2階3階ｷﾞｬﾗﾘｰ 10,137人

入選作品展in群馬県庁 12/6～15 県庁展望ﾎｰﾙ 5,409人

作品集発行（A5版103頁） 3/1 － 500部

異文化交流事業 ｢世界の国からこんにちは！」 3/21 多目的ホール 820人
共催 独立行政法人国際協力機構
講師 JICA群馬デスク､JICAOG､JOMOJET

（６）子育て相談事業

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 件 数

こども相談室運営 電話･来館で､子育てに関する相談を実施 4/1～3/31 41件

「子育てなんでも相談室」 臨床発達心理士による子育て相談を実施 10回 16件
講師 宮内 洋（高崎健康福祉大学）



（７）広報啓発事業

事 業 名 事 業 内 容 発行日・期日 発行部数

｢にこっと通信｣ 機関広報誌として子育て情報を掲載 4､7､10､1月の15日付発行 各5,000部

｢インフォメーション｣ 各月毎の事業案内を掲載 毎月１日付発行 各3,000部

｢インフォメーション夏休み特別号｣ 特別企画や夏休み中の催し物を掲載 7月10日付発行 15,000部

ホームページの運営 施設・事業案内、ブログ等の掲載 毎月1日更新

誘客キャンペーン 「道の駅よしおか温泉」「道の駅しもに 5/11､7/21､12/13､3/28
た」「太田市北部運動公園」やゆるキャ
ラショーにおいてこどもの国ＰＲ活動
共催 金山総合公園

ぐんまちゃん、にこっとちゃ 「みんなで写真を撮ろう」 4/29､9/20･21､11/24、 360人
んと遊ぼう！

民間情報誌への掲載 「おおたタイムス」「上毛新聞」 8回

３貸出事業

事 業 名 事 業 内 容 期日･期間 甲 類 乙 類 減 免

多目的ホール貸出 使用料を徴収し、多目的ホール及び 4/1～3/31 3件 0件 13件
付属設備を貸し出す

研修室貸出 使用料を徴収し、研修室及び付属設 4/1～3/31 1件 2件 37件
備を貸し出す

ぐんま公共施設予約サービス オンラインによる多目的ホール及び 4/1～3/31 0件 0件 0件
研修室の予約申請受付


