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平成２８年度 事業報告書
事業の概況
平成２８年度は、これまでの基本理念「子どもファースト！～遊びを通したすべての子どもたちの育ちを継続的に応援します～」を

継続し、関係団体等との連携をとりながら「子ども文化の発信基地」として多様な事業に取り組んだ。そうした中、入館者が開館以来

９００万人を達成したほか、「ぐんまこどもの夢大賞」も２５回を迎え、節目に応じた事業を弾力的に行った。

併せて、老朽化によるエレベーターの改修工事や８月から９月にかけての台風等により、一部の事業内容の変更や見直しを行うも、

概ね年度当初の計画に沿った事業展開ができた。

また、今後のより魅力ある事業を目指すため、多くの事業においてアンケートを実施し利用者ニーズの把握に努めた。

Ⅰ 指定管理業務の実施状況

１ 事業の実施状況

(1) 育成事業

①企画事業
入館者９００万人達成に際し、年間をとおして記念事業を実施したほか、これまで以上に児童会館を広く周知し、多くの方々

に親しんでもらうため、当館のマスコットキャラクター「にこっとちゃん」を活用したあそび歌や絵描き歌、プラネタリウムマ

ナー映像を記念作品として制作した。

また、学校等の長期休暇や季節行事にあわせ、子どもから大人まで楽しめるイベントを、全館体制で、時には金山総合公園と

連携を図りながら実施した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

春のこどもの国ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ストラックアウトや縄跳び､デッ 4/ 1～10 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 5,422人

｢めざせ!ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰ」 キステッキゲーム等を配置 延べ 4人

児 みんなで大きなこ おはながみで作った花を鱗に模し､ 制作 多目的ホール 2,106人

童 いのぼりをつくろ 模造紙に貼って大きな鯉に仕上げ、 4/29～ 5/8 ビューラウンジ

福 う！ 完成品を11日まで多目的ﾎｰﾙ内に､5 展示

祉 月末日までﾋﾞｭｰﾗｳﾝｼﾞに展示 4/29～31

週

間 県・子育て関連事 県子育て支援施策を紹介したパネ 4/29～5/11 多目的ホール 来場4,842人

啓 業紹介パネル展 ル展示とアンケートの実施 ｱﾝｹｰﾄは8日迄 ｱﾝｹー ﾄ500人

発

行 おやこｻﾛﾝｽﾍﾟｯｼｬﾙ 親子遊びや歌遊びのファミリーコ 4/29 野外ステージ 福田 翔氏(あそ 556人

事 ｢しょうくんと歌っ ンサートとポチッとくん体操 びうたｼﾝｶﾞｰ)

て踊って遊ぼう！＆ ﾎﾟﾁｯとくん(群

群 ﾎﾟﾁｯとくん体操｣ 馬ﾃﾚﾋﾞｷｬﾗｸﾀｰ)

馬 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

県

受 手作りおもちゃ職 親子で作って楽しく遊べる工作ワ 5/ 8 ピロティ 小久保 繁氏 950人

託 人★工作教室！ ークショップ (あそびとおもち

事 ゃとぼくこくぼ)

業 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

ゴールデンウィーク企画 自分で構成､彩色した魚をﾃﾞｰﾀで 5/ 3～ 8 多目的ホール 1,603人

「うごく！ｼｬｯﾌﾙぬりえ」 取り込みｽｸﾘｰﾝ上で泳がせる

夏休み特別企画 擬似的無重力体験やロボットアー 8/ 6～28 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 16,187人

｢宇宙おもしろ体験!!｣ ム、ラジコンローバー、逆さまお 延べ 6人

～無重力ってこ～んな 絵かき等 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ

かんじ!?～ 延べ23人

夏休み企画 カプラを配置し、自由に利用し楽 8/30､31 多目的ホール 290人

「カプラで遊ぼう」 しんでもらった

こどもの国のお正月2017 多目的ホール事業 1/ 4～ 9 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 2,264人

～初詣のあとは、児童 けん玉やﾍﾞ ｺーﾞﾏ､かるた､ﾎ゙ ｰﾄ゙ ｹﾞｰﾑ等 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 3人

会館においでよ！～

「ぐんまちゃんにこっとちゃんと写 1/ 4 １階ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ 56組 60組

真を撮ろう!」

「はねつき遊びで無病息災」 1/ 4､ 9 わんぱく広場 262人
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

こどもの国のお正月2017 「ベーゴマ指導」 1/ 4､ 5 多目的ホール 栗崎 総一郎氏 －

～初詣のあとは、児童

会館においでよ！～ 「ベーゴマワークショップ」 1/ 5 第１研修室 栗崎 優希氏 33人 60人

オリジナルベーゴマの製作

「カルタで遊ぼう！」 1/ 6 多目的ホール 14人

「白玉入りおしるこの配布」 1/ 7 ピロティ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 615人 600人

共催 金山総合公園 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 1人

「エンジョイ！けん玉withさざん 1/ 8 多目的ホール さざんかけん 観覧 144人 100人

かけん玉道場＆KENDAMA's forest」 玉道場 ﾚｸﾘｴ ｼーｮﾝ99人

KENDAMA's forest 認定試験16人

「新春ししまい公演」 1/ 9 研修室 太田神楽 324人 200人

春のこどもの国フェス 第１弾「カプラにチャレンジ！」 3/25～30 多目的ホール 1,507人

ティバル

カプラワークショップ 101人 20人×2

回×6日

記念式典 式典及びノベルティの配布 式典 5/14 １階ロビー ﾉﾍ゙ ﾙﾃｨ配布

共催 群馬県 ﾉﾍﾞﾙﾃｨ配布 900人

5/14､15

入館者900万人達 「家族で楽しもう!ﾌｧﾐﾘｰﾏｼﾞｯｸｼｮｰ」 9/11 多目的ホール 中島 弘幸氏 556人 300人

成記念事業&敬老 ﾌﾟﾛのﾏｼﾞｼｬﾝによるﾏｼﾞｯｸｼｮｰ及び ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 ×2回

の日ｲﾍﾞﾝﾄ 簡単なﾏｼﾞｯｸﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの実施

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑﾏﾅｰ映像 ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑﾏﾅｰ映像や､「にこっとち 3/11､20

及びあそび歌、絵 ゃんGO!｣、｢にこっとちゃんの絵

描き歌 かきうた｣の制作

ドリームステージ ｢歌おう!遊ぼう!にこっとちゃんGO!｣ 3/20 多目的ホール 福田 翔氏 225人 300人

あそびうた及び絵描き歌のお披露 ｇａａｇａａＳ

目コンサート (ｿﾝｸﾞﾌﾞｯｸｶﾌｪ)

七夕まつり 七夕に纏わる問題を解きながら進 7/ 2､ 3 多目的ホール 県立図書館 来場

む迷路のほか､迷路の一角でﾜｰｸｼｮｯ (ﾌﾞｯｸﾄｰｸ) 1,232人

ﾌﾟ｢ﾐｻﾝｶﾞを作ろう｣やﾌﾞｯｸﾄｰｸを､会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人 ＷＳ 32人 WSは

場内でｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌの工作ｺｰﾅｰを開催 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 8人 15人

ﾌﾞｯｸﾄｰｸ…こども図書室運営参照 ×2日

工作ｺｰﾅｰ…組織化事業参照

敬老の日イベント ﾗﾀﾞｰｹﾞｯﾀｰ､ﾃﾞｨｽｹﾞｯﾀｰ､ｽﾛｰｲﾝｸﾞﾋﾞﾝ 9/ 4 多目的ホール ぐんま中高年 507人 10組

「おじいちゃん、おば ｺﾞ等ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂの自由遊びとﾗﾀﾞｰｹﾞｯ スポーツ財団 (大会) ×2種

あちゃんとﾚｯﾂﾄﾗｲ!!」 ﾀｰ及びｽﾛｰｲﾝｸﾞﾋﾞﾝｺﾞの種目別大会 18組34人

群馬県民の日スペシャ ぐんまがスキ！の歌と踊りや群馬 10/28 多目的ホール yoshimi(ぐん 541人 300人

ル「にこっと ポチッ 県にちなんだクイズ、ポチッとく ま観光特使) ×2回

とぐんまを知ろう！」 ん体操等 関あっし(沼田市

出身お笑い芸人)

ﾎﾟﾁｯとくん(群

馬ﾃﾚﾋﾞｷｬﾗｸﾀｰ)

クリスマスコンサート 合唱や器楽のｺﾝｻｰﾄ及びﾋﾞﾝｺﾞ大会 12/11 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 517人

共催 金山総合公園

ハッピー！メリメリク ﾁｬﾘﾃｨﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ釣りやﾐﾆｹｰｷのﾃﾞｺ体 12/24､25 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 588人

リスマス会 験､集団ｹﾞｰﾑやﾐﾆｺﾝｻｰﾄなど

入
館
者
９
０
０
万
人
達
成
記
念
事
業
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

第９回ぐんまこどもの 群馬県出身のレーシングドライバ 11/26 ピロティー 小暮 卓史氏 来場者907人

国にフォーミュラカー ーによるフォーミュラカーの展 エントランス広場 工作 200人

＆小暮卓史がやってく 示、乗車撮影会、交通安全トーク 乗車撮影会63人 40人×2

る！！ ショー等 ｶｰﾄ走行85人

主催 (株)ｺｸ゙ ﾚ､ぐんまこどもの国児童会館 とん汁250食 250人

共催 金山総合公園 やきそば300食 300人

協賛 (株)不二WPC､チーム太田 ﾌｨﾅｰﾚ 60人

しめ縄づくり教室 稲作体験の藁で､地域の指導者の 12/26 公園乗務員控室 太田市西長岡 7組16人 10組

指導のもと正月飾りを家族で製作 町区長

共催 金山総合公園 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

こ みにおけ屋 みに アマチュアバンドによるコンサー 4/ 3 エントランス広場 みにおけ屋 232人

ど コンサート ト

も

わ 中央情報経理専門 学生による歌や劇、手遊び等 4/16 多目的ホール 中央情報経理 479人 200人

く 学校公演 専門学校

わ

く 夢適ヒーロー大集 アマチュアのアクションチームに 5/ 4 野外ステージ TMCワイルド 4,113人

劇 合！ よるオリジナルヒーローショー

場

関東短期大学公演 学生による歌やリズム体操、プレ 5/22 多目的ホール 関東短期大学 386人 200人

イバルーン等 ×2回

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団ｱﾗﾑﾆｰ 大学生や社会人の劇団による、本 6/26 多目的ホール ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団 349人 300人

公演 格的なミュージカルの上演 アラムニー ×2回

｢ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞｽﾄｰﾘｰ｣

中央情報経理専門 （台風により12/17に延期） 8/30 研修室 － 8 0 人

学校公演 ×2回

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団ｱﾗﾑﾆｰ 大学生や社会人の劇団による、本 9/25 多目的ホール ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団 706人 300人

公演「美女と野獣」 格的なﾐｭｰｼﾞｶﾙの上演 アラムニー ×2回

夢適ヒーロー大集 アマチュアのアクションチームに 10/23 野外ステージ ＴＭＣワイルド 3,408人

合! よるオリジナルヒーローショー

群馬医療福祉大学 学生による親子ふれあい遊びやリ 11/ 3 多目的ホール 群馬医療福祉 295人 200人

公演 ズム体操等 大学 ×2回

育英短期大学公演 学生によるダンスや手遊び、参加 11/20 多目的ホール 育英短期大学 290人 200人

型劇等 ×2回

ﾏﾏさんﾌﾞﾗｽﾊ ﾝ゙ﾄﾞおり アマチュア吹奏楽団による子ども 12/ 4 多目的ホール ﾏﾏさんﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ 189人 200人

ひめ｢ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ ゆ 向けクリスマス曲等の演奏 おりひめ ×2回

かいなﾄﾅｶｲの大冒険｣

中央情報経理専門学 学生による劇やリズム体操等 12/17 研修室 中央報経理専門 125人 8 0 人

校公演 学校 ×2回

大泉保育福祉専門学校 学生によるダンスやﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ等の 12/17 多目的ホール 大泉保育福祉専 633人 200人

公演 公演及び折り紙や工作 研修室 門学校 ×2回

おかあさん人形劇 アマチュアの劇団による人形劇の 1/15 多目的ホール おかあさん人 236人 200人

公演「さるかに」 公演 形劇 ×2回

つくしんぼ＆虹色 アマチュア劇団による人形劇とパ 2/18 多目的ホール つくしんぼ・ 144人 200人

ﾊｰﾄｼｱﾀｰ公演 ネルシアターの公演 虹色ﾊｰﾄｼｱﾀｰ ×2回

太田おはなし友の 読み聞かせサークルによる紙芝居 2/19 多目的ホール 太田おはなし 106人 200人

会公演 やペープサート、人形劇等の公演 友の会 ×2回
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②サイエンスワンダーランド運営
科学への興味関心を喚起する常設の科学展示や巡回パネルの配置のほか、ゴールデンウィーク企画と共同で科学の最先端に触れ

るイベントを開催した。また、地元の高等学校や専門講師を招いた講座や、気軽に参加できる体験学習型プログラムを実施し、年

齢や興味に応じて身近な科学に親しめる環境作りを図った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

常 サイエンスワンダ 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 251,112人

設 ーランド常設展示 保守休 6/17､

展 9/16､12/14 3/10

示 サイエンスワンダ ｢科学市場 おもしろﾗｲﾄｷﾞｬﾗﾘｰ｣借用 4/19～11/30 178,998人

ーランド巡回展示 協賛 (公財)つくば科学万博記念財団

ハ プチ映画館 ＣＳ放送や優良番組を上映 4/ 1～3/31 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 5,427人

イ 保守休6/17､3/10

ビ プチサイエンスシ 「色ＤＥいろいろ実験ショー！」 4/24､ 5/14 169人 4 0 人

ジ ョー ×2回

ョ 「磁石のひみつ」 6/11､ 7/16 112人

ン

シ 「瞬間冷却－１９６℃の世界」 8/19､ 97人

ア

タ 「音であそぼう！」 9/10､10/15 175人ー

11/12

「ビリビリ実験」 12/17､ 1/14 201人

「空気のすご～い力」 3/ 5 62人

総合実習 東京福祉大生による「ビニールロ 8/ 7 東京福祉大学 44人 15人

ケット作り」 実習生 2人 ×3回

巡回パネル展 ノーベル賞を受賞した日本の科学 9/ 3～10/10 ２階ギャラリー 3,144人

「日本の科学者たち」 者の研究実績等を紹介

企画製作：日本科学未来館

協力：全国科学館連携協議会

科 樹徳高等学校理科部 生徒によるスライムや人工イク 6/ 5 研修室 樹徳高等学校 入室1,200人 ｽﾗｲﾑ

学 によるkawaiiスライ ラ､繭から生糸を作る等の科学工 理科部生徒･顧 ｽﾗｲﾑ 400人 250人

工 ムをつくろう☆etc 作 問

作

映像ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｢ｿﾞｰ (ビデオライブラリー運営参照) 7/30 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 12人 20人

ﾄﾛｰﾌﾟをつくろう!｣ ×2回

ｽﾍﾟｼｬﾙ科学工作 ﾌﾟﾛﾚｰｻｰによるﾚｰｼﾝｸﾞｶｰの簡単な 6/26 第２研修室 小暮 卓史氏 48人 30人

｢ﾋ゙ ｰ玉DEﾚー ｼﾝｸ゙ ｶー ！」 性能実験とビー玉ﾚｰｼﾝｸﾞｶｰの工作 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 ×2回

ﾎﾟﾘﾌﾞｸﾛｼﾞｪｯﾄをと 傘袋と紙テープを利用した工作 3/26 第１研修室 43人

ばそう!

スペシャルサイエンス 向井千秋記念子ども科学館､ぐんまこど 9/22 多目的ホール 向井千秋記念子 313人

ショー もの国児童会館～ｺﾗﾎﾞDEｻｲｴﾝｽｼｮｰ～ ども科学館職員

テーマ…液体窒素と音

ぐんまこどもの国児童会館､向井千秋記 10/10 向井千秋記念子 192人

念子ども科学館～ｺﾗﾎﾞDEｻｲｴﾝｽｼｮｰ～ ども科学館

テーマ…大気圧と磁石

光る誕生日星座を 光を通すテグスの性質と星の位置 5/21 第１研修室 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 29人 各

作ろう を知る の会 30人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

偏心ﾓｰﾀｰで変身!す モーターとブラシの震えながら動 7/ 9 研修室 延べ2人 14人

ばやく動くぶるぶ くおもちゃ作りと改造を施しての

るﾌﾞﾗｼで対戦ﾊﾞﾄﾙ 対戦

プロペラカーを作 ﾓｰﾀｰ､ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ､ﾌﾟﾛﾍﾟﾗを使用した 11/ 5 第１研修室 16人

って遊ぼう 工作

スターライト万華 試験管とミラーシート、ビーズ、 2/ 4 研修室 21人

鏡を作ろう のりを使用した工作

お
も
し
ろ
科
学
教
室
共
催

群
馬
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

科 はじめまして科学 幼児から小学校低学年を対象に 4/17 第２研修室 淺井 武二氏 19人 20人

学 くん｢走れGO!GO！ ゴムの特性を利用した工作 ×2回

講 ゴム動力自動車を

座 作って考えよう｣

キッチン☆サイエ 身近な飲料で作成。光る食品成分 6/19 研修室 キッチンの科学 24人 15人

ンス「光るグミを や現代のおやつについての科学食 プロジェクト ×2回

つくろう！」 育講座 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人

石川先生の科学講 実演や実験をとおし、飲み物や入 7/24 第１研修室 石川 博行氏 30人 30人

座｢入浴剤の泡は 浴剤の泡の成分は何か等を学ぶ (太田市立北中学校) ×2回

なんだろう｣

キッズバイオラボ 食塩､洗剤､食材等からDNAを抽出 8/ 7 研修室 NPO法人くらし 20組 42人 15組

～身近な食材からDN 協賛 中外製薬 とﾊﾞｲｵﾌﾟﾗｻﾞ21 ×2回

Aを取り出そう!～ 講師 NPO法人くらしとﾊﾞｲｵﾌﾟﾗｻﾞ21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人

石川先生の科学講 火山の話しと軽石等の観察 11/20 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 石川 博行氏 24人 40名

座「火山のはなし」 (太田市立北中学校) ×3回

はじめまして科学 身近な食べ物を利用した色の実験 12/11 第２研修室 丹羽 孝良氏 9組 18人 15組

くん～びっくりﾋﾞ (桐生市立西小学校)

ﾀﾐﾝC! B･V･C～ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

ﾘﾝｸﾞｷｬｯﾁｬｰに挑戦 リングを使用した科学遊び 12/11 ｻｲｴﾝｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 丹羽 孝良氏 100人 100人

(桐生市立西小学校)

科学！最先端 「うごくシャッフルぬりえ」 5/ 3～8 多目的ホール 1,603人

（企画事業参照）

太田工業高校の生徒に プログラムしたコマンドに沿って 8/ 6 研修室 県立太田工業高 19人 20人

よるものづくり教室 自走するロボットの製作 等学校ｱｲﾃﾞｱﾛﾎﾞ

｢自動そうじﾛﾎ゙ ｯﾄをつくろう｣ ｯﾄ研究部

がんばれ!!群馬のもの ラジコン飛行機の展示と紙飛行機 9/18 多目的ホール 来場 578人

づくり～幻の旅客機富 工作等 工作 192人

嶽(中島飛行機)登場～ 協賛 夢工場おおた

太工ﾌｪｱｰINこどもの国 太田工業高校の生徒が製作したｱｰ 10/22 多目的ホール 県立太田工業 478人

児童会館～太工生とい ﾑﾛﾎﾞｯﾄや電気自動車､合成写真等 高等学校生徒

っしょにﾁｬﾚﾝｼﾞ！～ の展示と子どもたちへの体験 ・先生

団 空気砲 空気砲から発せられる空気の性質 6/22､ 3/ 9 多目的ホール 2団体 115人

体 を体験する実験と空気砲の工作

利

用 キラキラ紙コップ 光の分光を体験する工作 5/18 多目的ホール 1団体 90人

③スペースシアター運営
幼児から大人まで幅広い層の利用者が楽しめるプラネタリウム番組や学年に応じた団体用番組を提供したほか、ぐんま天文台と

連携した講座やアマチュアの天文愛好家を講師に迎えた星空観察を行った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

プ ほしぞらさんぽ 職員自作の星座解説番組を上映 4/ 1～ 6/5 スペースシアター ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 春 528人
ラ
ネ 6/11～ 9/4 無料観覧 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 夏 214人
タ 5/ 5、10/28
リ 9/10～12/4 組込休 6/ 7～10 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 秋 110人
ウ 12/ 6～ 9
ム 12/10～ 3/5 3/ 7～10 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 冬 79人
投 保守休 9/27､28
影 3/11～31 2/ 1､ 2 春 56人



- 6 -

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

プ 幼児番組 ｢こぐま座のﾃｨｵ星空だいぼうけん｣ 4/ 1～3/ 5 スペースシアター 2,702人

ラ

ネ ｢それいけ!ｱﾝﾊ゚ ﾝﾏﾝ～星の色と空の色～｣ 3/11～31 665人

タ

リ こども番組 ｢ちびまる子ちゃん星にねがいを｣ 4/ 1～6/ 5 2,716人

ウ

ム ｢妖怪ウォッチ プラネタリウム 6/11～3/31 16,812人

投 は星と妖怪がいっぱい」

影

一般番組 「アースシンフォニー～光と水が 4/ 1～12/4 4,079人

奏でる空の物語」

「美しき地球～ベラガイヤ～｣ 12/10～3/31 1,307人

夏休み特別番組 「きみが住む星」 7/23～8/31 465人

プ 熟睡プラ寝タリウ 「癒やしのアロマプラネタリウム」 11/23 スペースシアター 24人 100人

ラ ム２０１６ ネム 星空の解説と音楽、ヒーリング効

ネ タナールの誘惑 果のあるアロマを使用

タ

リ おやこｻﾛﾝｽﾍﾟｼｬﾙ 「親子であそぼう☆ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ」 6/29 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 28組 60人 50組

ウ （プレイルーム運営参照）

ム

特 こども宇宙教室 ｢月の秘密を探ってみよう!｣ 9/17 濱根 寿彦氏 24人 100人

別 月をテーマに、探査機「かぐや」 (ぐんま天文台)

投 等の解説 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

影

バレンタインＣＤ ～星空のもとﾒｯｾｰｼﾞを込めて～ 2/11 21人 100人

コンサート ﾘｸｴｽﾄ曲をＢＧＭに、観覧者の書

いたﾒｯｾｰｼﾞや季節の星空を紹介

移動プラネタリウム プラネタリウム組込休や保守休時 2/ 1､ 2 多目的ホール 40人

にこっとドーム に投影 3/ 7～10

～星空観察～こどもの 「春の星座と木星を観よう！」 5/28 スペースシアター 井上 重利氏 29人 各
国スターフレンド 公園 茂木 弘光氏 100人

「ペルセウス座流星群を観よう！」 8/11 石川 昭良氏 88人
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

「月を観よう！」 10/8 延べ2人 48人

「ふたご座流星群を観よう！」 12/10 42人

「冬の星座を観よう！」 2/25 30人

団 幼児向き番組 「ラビくんのうちゅうりょこう」 4/ 1～3/31 スペースシアター 47団体

体 2,244人

投 組込休

影 「みんなともだち～まっちくんと 6/ 7～10 9団体 364人

うちゅうぼうけん～」 9/ 8､ 9（団

体投影のみ）

12/ 6～ 9

小学校低学年向き 「たいようくんとおつきちゃん」 78団体

番組 保守休 6,177人

9/27､28

「オリオンとあったよ」 2/ 1､ 2 11団体846人

小学校中学年向き 「レッツスターウォッチング」 5団体 366人

番組

小学校高学年向き 「｢宇宙～その大きさを感じてみよ 6団体 334人

番組 う～」

幼児番組 ｢こぐま座のﾃｨｵ星空だいぼうけん｣ 19団体668人

｢それいけ!ｱﾝﾊ゚ ﾝﾏﾝ～星の色と空の色～｣ 2団体 173人
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

団 こども番組 「ちびまる子ちゃん」 4/ 1～3/31 スペースシアター 3団体 68人

体

投 「妖怪ウォッチ プラネタリウム 55団体

影 は星と妖怪がいっぱい」 1,488人

一般番組 「アースシンフォニー～光と水が 6団体 130人

奏でる空の物語」

「美しき地球～ベラガイヤ～｣ 3団体 76人

ほしぞらさんぽ 職員自作の星座解説番組 2団体 83人

④クラフトルーム運営
身近な素材を用いた自由利用プログラムと、季節行事にあわせた季節プログラムを組み合わせて実施したほか、行程が多くじっ

くりと取り組める工作は「わくわくワークショップ」や「造形教室」として、幼児から高学年児童までが楽しめるよう難易度やテ

ーマをわけて実施した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用プログラム13 「メモメモスタンド」 4/ 1～10 クラフトルーム 2,879人

自由利用プログラム１ 「ろーるろーるモビール」 4/14～ 5/5 4,202人

準備休 4/13

自由利用プログラム２ 「クルクルまわる」 5/ 7～29 3,330人

準備休 5/ 6

自由利用プログラム３ 「おこさまランチ♪」 6/ 1～23 2,773人

準備休 5/31

自由利用プログラム４ 「パッチン！まとあて」 6/25～7/18 2,370人

自由利用プログラム５ 「ガムガムアート」 7/21～8/12 2,956人

準備休 7/20

自由利用プログラム６ 「おばけタワー」 8/13～31 2,040人

自由利用プログラム７ 「色・いろ☆ぼうえんきょう」 9/ 2～29 2,285人

準備休 9/ 1

自由利用プログラム８ 「カラコロ♪」 10/ 1～20 1,458人

自由利用プログラム９ 「インディアン★ティピー」 11/2～24 1,520人

準備休11/ 1

自由利用プログラム10 「ちいさなリース」 11/26～12/15 909人

準備休11/25

自由利用プログラム11 「あにまるん♪」 2/ 4～23 1,176人

自由利用プログラム12 「すべ～るカーリング」 3/ 4～22 1,869人

自由利用プログラム13 「おなまえフォルダー♪」 3/24～31 1,456人

準備休 3/23

季節プログラム１ 「たなばた星かざり」 7/ 1～ 7 クラフトルーム 733人

季節プログラム２ 「まきまき☆ハロウィン」 10/22～30 1,327人

準備休10/21

季節プログラム３ 「メリーメリー☆プレゼント」 12/17～25 718人

準備休12/16
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

季節プログラム４ 「かみねんどで和菓子」 12/26～1/15 クラフトルーム 1,614人

季節プログラム５ 「おにちゃんの豆入れ」 1/18～2/ 3 753人

準備休 1/17

季節プログラム６ 「ひなひなかざり」 2/25～3/3 484人

準備休 2/24

おたんじょうてがた 色紙に乳幼児の手型や足型をと 4/19, 5/17 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 320組 1 5 組

「どれくらいおおきく り、メッセージや装飾を施して成 6/21, 7/ 5 延べ5人 ×3回

なったかな」 長の記録を残す 8/ 2, 9/13

10/18､11/15

12/ 6､ 1/17

2/21､ 3/14

わくわくワークショップ 「繭玉でこいのぼり」 5/ 1 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 30人 20人

×2回

「ﾊﾟﾌｪ☆ｶｰﾄﾞ」をつくっちゃおう 8/28 19人

「くねくねラビリンス」 1/ 8 14人

①れいぞうこ ②まほうのれいぞうこ 2/12 多目的ホール ① 11組13人 15組

くるくるﾍ゚ ﾊー゚ ｰでつくるたべものﾏｸ゙ ﾈｯﾄ ② 11人 20人

（絵本のワークショップ参照）

造形教室 「金魚ねぷた作りに挑戦!!」 7/23 第１研修室 上州ねぷた会 8人 20人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

「アクアドーム」 7/31 39人 20人☓2回

「ポンポン☆リース」 12/ 4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 20人 20人×2回

「組みひもブレスレット」 3/20 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ １人 28人 20人×2回

団体利用 「やきもの体験」 4/20 クラフトルーム 1団体 33人

「紙皿フリスビー」 5/12､20､27 クラフトルーム 9団体622人
6/ 1､10
10/ 4､19､20
3/ 8

5/24 多目的ホール 1団体 75人

5/10､ 9/30 第１研修室 2団体188人

「ふんわりパラシュート」 10/6 クラフトルーム 1団体 35人

「とびだせ！ロケット」 2/23 1団体 32人

「おえかきパズル」 3/10 1団体 18人

⑤プレイルーム運営
子どもの発達年齢に応じた各種遊具を配置し良質の遊びを提供したほか、乳幼児や保護者を対象とした子育て支援プログラムや

幼児から学齢期の子ども及び親世代、祖父母世代が遊びを通して交流する場所の提供を行った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用７ 巧技台やｷﾙﾃﾞｨﾌﾞﾛｯｸ､ままごとｾｯﾄ 4/ 1～14 プレイルーム ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 1,453人

等

自由利用１ ﾚｺﾞﾌﾞﾛｯｸ､車の玩具､ままごとｾｯﾄ等 4/16～5/26 5,506人

準備休 4/15



- 9 -

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用２ ﾐﾗｰｾｰﾌﾃｨｷｭｰﾌﾞ､ﾌﾟﾚｲﾛｯｸ､木馬等 5/28～ 7/ 7 プレイルーム 3,260人

準備休 5/27

自由利用３ ｼﾞｭﾆｱｼﾞﾑ、ﾌﾟﾚｲﾛｯｸ、つみきｾｯﾄ等 7/ 9～ 9/1 8,304人

準備休 7/ 8

自由利用４ 平均台、ぶらぶら橋、ﾈｼﾞﾌﾞﾛｯｸ等 9/3～10/13 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 3,466人

準備休 9/ 2

自由利用５ ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｲｻｰｸﾙ、なかよしランド等 10/15～12/8 5,062人

準備休10/14

自由利用６ ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙ、ﾌﾟﾚｲﾛｯｸ、ﾌﾞﾛｯｸｴｰｽ等 12/10～2/ 9 3,478人

準備休12/9

自由利用７ 巧技台､ままごとｾｯﾄ､木のおもちゃ 2/11～3/31 3,858人

等 準備休 2/10

おやこサロン 乳幼児の親子を対象とした手遊び 5/25､ 7/27 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 251人

や親子遊び、パネルシアター等 9/28､10/26 多目的ホール 延べ8人

12/21､ 1/18

2/15､ 3/22

おやこサロンスペシャル ｢しょうくんと歌って踊って遊ぼ 4/29 野外ステージ 福田 翔氏 556人

う！＆ポチッとくん体操｣ (あそびうたｼﾝｶ゙ )ー

（企画事業参照） ﾎﾟﾁｯとくん(群

馬ﾃﾚﾋﾞｷｬﾗｸﾀｰ)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

｢親子であそぼう☆プラネタリウム」 6/29 スペースシアター ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 28組 60人 50組

乳幼児の親子対象のふれあい遊び

とプラネタリウムの解説

通常のおやこｻﾛﾝの内容に運動遊 11/ 6 多目的ホール 47人

びや製作を加え､ｽﾍﾟｼｬﾙ版で実施

あそぼうタイム 「群馬のものづくり～幻の旅客機 9/18 多目的ホール 43人

富嶽登場～」紙飛行機とばし大会

「家族みんなで遊んじゃおう♪」 10/10 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 集団ｹﾞｰﾑ

皿回しやけん玉等の配置及び時間 79人

制で集団ゲーム

いきいきママ講座 「ヤクルトクッキング＆食育教室」 6/ 3 研修室 山﨑 美紀氏 受講 18人 20人

(ふれあい食育体験事業) (群馬ﾔｸﾙﾄ販売) 託児 10人 15人

ｱｲｱｲｸﾗﾌﾞ(託児)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

「レッツ・ズンバ！」 7/ 6 多目的ホール 松嶋里枝子氏 受講 27人 30人

第２研修室 (ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ) 託児 15人 15人

ｱｲｱｲｸﾗﾌﾞ(託児)

「知っておきたい基礎知識～幼稚 9/22 研修室 森 静子 氏 36人 50人

園･保育園･認定こども園の選び方」 (関東短期大学)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

「大人のぬりえ～谷村友先生とア 11/11 谷村 友 氏 受講 16人 30名

ラビアンナイト～」 ｱｲｱｲｸﾗﾌﾞ(託児) 託児 13人 15人

「レザークラフト体験☆小さいキ 2/10 ｱｲｱｲｸﾗﾌﾞ(託児) 受講 15人 20人

ーホルダーを作ってみよう」 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 託児 14人 15人

｢インナーマッスルを鍛えて正しい 3/16 多目的ホール 玉手 なを子氏 受講 19人 30人

ウォーキングをマスターしよう｣ 第２研修室 (DUKES WALKING 託児 7人 15人

ｳｫｰｷﾝｸﾞｽﾀｲﾘｽﾄ)

ｱｲｱｲｸﾗﾌﾞ(託児)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

わくわくパパ講座 ｢パパも今日からコーヒーマスタ 11/27 研修室 菊池嘉一郎氏 受講 10人 20人

ー！」 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ３人 託児 4人 10人

太田ﾏｻﾞｰ＆ﾁｬｲﾙﾄﾞ 発達がゆっくりな子どもと家族向 4/21､ 5/18 研修室 延べ83組

けの遊びを通した集団療育 6/23､ 7/14

10/22はﾌｧﾐﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙとして実施 8/ 4､ 9/29

共催 太田保健福祉事務所 10/22､11/17

12/ 1 1/19

2/ 2､ 3/ 2

だんらんひろば オセロ、将棋､ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ等を配置 4/ 1～3/31 ２階ロビー 36,931人

おもちゃコーナー 各種優良玩具を配置 4/ 1～3/31 第２研修室 －

⑥ビデオライブラリー運営
幼児から児童向けの優良なビデオやＤＶＤソフトを鑑賞する場を提供したほか、映画会や映像の仕組みを学ぶ教室を開催した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用 優良ビデオを提供 4/ 1～3/31 ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 3,991人

こども映画会 「銀河が麻呂を呼んでいる～ふた 7/18 多目的ホール 195人 300人

りのねがい星～」 ☓2回

「トムとジェリー」 12/23 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 158人 300人

｢ﾄﾑとｼﾞｪﾘｰ短編集｣、｢ﾄﾑとｼﾞｪﾘｰ ×2回

のくるみ割り人形｣の上映

映像ワークショップ 「ゾートロープをつくろう！」 7/30 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 12人 20人

視覚玩具の制作を通して映像の仕 ×2回

組みを理解する

わくわく映像教室 ｢こまどり 100ｺﾏｱﾆﾒを作ろう!｣ 3/11 根本 剛氏･学生 12人 20人

小麦粘土を形作り、コマ撮影しな (東日本ﾃ ｻ゙ ｲ゙ﾝ&ｺ

がらクレイアニメを完成させる ﾝﾋ゙ ｭー ﾀ専門学校)

⑦パソコンルーム運営
幼児から高学年児童向きの、年齢や興味に応じたソフトやインターネットが体験できる場を提供したほか、情報端末の安全な利

用方法を学ぶ講座を開催した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用 PCによるお絵かき､ｹﾞｰﾑ､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等 4/ 1～3/31 パソコンルーム 19,264人

パ ﾊﾟｿｺﾝでお絵かき お絵かきｿﾌﾄで作品作成､ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ 4/23､ 5/21 パソコンルーム 181人

ソ しよう！ 6/25､7/10

コ ～ﾌﾟﾘﾝﾄﾀｲﾑ～ 8/27､ 9/17

ン 11/26､ 1/28

工

房 パソコンクラフト ～ハロウィンミニバッグ～ 10/30 パソコンルーム 30人

～プチクリスマスツリー～ 12/24 19人

～お名前シール～ 2/25､3/18 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 63人

名前を入力し、ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄする

親子で学ぶＳＮＳ講座 ～ＳＮＳのあれこれ～ 3/19 第1研修室 鵜飼 絵美氏 14人 50人

子どもから大人までを対象に実施 佐藤 安南氏

(親子ｽﾏｲﾙﾈｯﾄ)



- 11 -

⑧こども図書室運営
絵本や児童書、育児書等を季節やテーマに沿って配架したほか、ＪＡ共済連群馬からの図書カードの寄贈を受け、点字絵本や多

文化に関する書籍を購入し、本に親しめる環境作りを行った。また、登録ボランティアや県立図書館の協力のもと読み聞かせやワ

ークショップ、新たに英語絵本の読み聞かせを行った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由閲覧 月刊誌､絵本､児童書､育児書等を 4/ 1～ 3/31 こども図書室 21，852人

提供 棚卸休

6/3､ 2/21～23

おはなしひろば ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力を得て赤ちゃん絵 5/10､ 6/ 7 こども図書室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 128人

本の読み聞かせと図書案内を実施 7/12､ 9/13 延べ8人

10/ 4､11/ 1

12/ 6､ 1/17

2/ 7､ 3/ 7

おはなしのへや ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力を得て絵本の読み 6/18､ 9/ 3 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 54人

聞かせと季節工作を実施 12/17､ 2/18 延べ7人

おはなしのへや 大型画面を利用した絵本の読み聞 5/22､ 1/29 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 112人 40人

デラックス かせ等 延べ４人 ×2回

おはなしのへや たくさん読んで大きくなあれ 5/ 7 第２研修室 群馬県立図書館 33人 30人×

スペシャル ～出張!県立図書館～ 2回

自転車紙芝居 紙芝居舞台付き自転車で紙芝居の上演 4/29 公園各所 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 79人

ブックトーク＆絵本の ～七夕と星のおはなし～ 7/ 3 多目的ホール 群馬県立図書館 96人 30人×

読み聞かせ 職員 2回

怪談こわーい話 大型画面を利用した絵本の読み聞 8/13 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 119人 40人

かせ等 ×2回

絵本でEnglish ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力を得て英語の絵本 12/24 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ １人 41人 30人

の読み聞かせとｹﾞｰﾑを実施 ×2回

絵本のワークショップ 「ぐりとぐらのおやくさま」 12/24 多目的ホール 10人 15人

ｸﾘｽﾏｽｹｰｷのﾎﾟｯﾌﾟｶｰﾄﾞを制作

①れいぞうこ ②まほうのれいぞうこ 2/12 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 ① 11組13人 15組

くるくるﾍ゚ ﾊー゚ ｰでつくるたべものﾏｸ゙ ﾈｯﾄ ② 11人 20人

団体利用 「絵本を読んだらあそぼう」 6/16､ 7/13 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 2団体 103人

絵本｢きんぎょがにげた｣の読み聞

かせと絵本にちなんだ制作

⑨体力増進事業
金山総合公園を使用した野外スポーツや多目的ホールの有効活用として付属するロッククライミングや運動遊具を配置し、子ど

もが楽しみながら体力の底上げを図る事業を実施した。また、子どもたちがスポーツにおいて夢や希望が育まれるよう、地域で活

躍するスポーツ選手や団体を招き、アスリートと身近にふれ合えるイベントを開催した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

こどもの国ﾀﾞﾝｽＤａｙ Jｰpopやｋｰpopの曲に合わせて簡 10/ 2 多目的ホール スタープロジ 12人 40人

LESSON1～ｱｲﾄﾞﾙﾀﾞﾝｽ～ 単な振り付けやｽﾃｯﾌﾟを体験 ェクトダンス

スクール

こどもの国ﾀﾞﾝｽＤａｙ HIP-HOPの基礎のｽﾃｯﾌﾟを体験 10/30 10人 40人

LESSON2～ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ～

チャレンジスポーツ 縄跳び､リボン､竹馬､フラフープ 6/ 4､ 5 多目的ホール 1,026人

フラフープ､竹馬、ﾛｯｸｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 6/11､12 757人

ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞﾎﾞｰﾙ､ｷﾞﾑﾆｸﾎﾞｰﾙ 6/18､19 810人
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

チャレンジスポーツ 縄跳び、フラフープ、竹馬 10/ 8､9､23 多目的ホール 1,277人

11/ 5

ﾛｯｸｸﾗｲﾐﾝｸﾞ､竹馬､縄跳び､ﾘﾎﾞﾝ 1/28､29 649人

バトル！スポーツ 頭に付けた的を水鉄砲で撃ち抜 7/26 わんぱく広場 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 18人 4 0 人

｢水でっぽうバトル！」 く。チームに分かれての対抗戦で 東京福祉大学 ☓2回

実施 (実習生)

世界へはばたけ！未来 「SUBARUスポーツ選手との集い・ 3/12 わんぱく広場 富士重工業(株) 野球 34人 50人×

のこどもたち ふれあい教」室 硬式野球部 陸上 31人 3ｺー ｽ

陸上競技部

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ2人

「空手道ふれあい教室」 3/19 多目的ホール 太田市空手道連 参加 15人 50人

盟・太田市城西 見学 40人

中空手部

⑩食育体験事業
地元企業や関係団体と連携した事業をはじめ、親子対象の食育プログラムを実施することにより、正しい食知識の普及と子ども

の食生活の向上を図った。また、新たに公園と共催で、稲作体験を行った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

稲作体験 事前学習会から田植え、稲刈り､ 5/15､ 6/12 公園田んぼ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 延べ198人

収穫祭（もちつき大会）等 7/10､10/ 9 ふれあい工房

共催 金山総合公園 11/27

(9/11中止)

親子ふれあい活動 ｢手打ちうどん作り&ふれあい野外活動」 5/29 東毛青少年自然 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 14人 40人

(ふれあい仲間づくり事業参照) の家

自由利用３ ｢おこさまランチ♪｣ 6/ 1～23 クラフトルーム 2,699人

(クラフトルーム運営参照)

いきいきママ講座 「ヤクルトクッキング＆食育講座」 6/ 3 研修室 山﨑 美紀氏 受講 18人 20人

(プレイルーム運営参照) (群馬ﾔｸﾙﾄ販売) 託児 10人 15人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

親子でちょうせん！食 食に関するクイズやなぞなぞ 6/ 4､ 5 ２階ギャラリー 45人 80人

育クイズ！ ×2日

親子おいしい工場見学 「牛乳製造ラインの見学とﾊﾞﾀｰ作 7/10 ミルクランド東 東毛酪農業協 37人 40人

り体験！」 毛 同組合職員

牛乳とチーズの製造ライン見学、 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

バター作りの体験と試食

ハッピー！メリメリク ミニケーキデコ体験 12/25 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 63人 60人

リスマス会 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 3人

毎月19日は家族でいた キッチン☆サイエンス｢光るグミを 6/19 研修室 キッチンの科学 24人 15人

だきますの日 つくろう！」 プロジェクト ×2回

(サイエンスワンダーランド参照) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人

明和学園短期大学 栄養専攻の学 2/19 多目的ホール 明和学園短期 54人 50人

生による楽しい食育イベント 大学 ×2回

「正しいおはしの持ち方で豆つか 3/19 ２階ロビー 豆つかみ84人

みゲーム！」 お箸教室2人

子ども対象のお箸の持ち方指導及び ぬりえ 16人

家族で豆つかみゲーム、食育ぬりえ
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⑪ふれあい仲間づくり事業
子どもたちが自由に楽しく遊び、異年齢児が交流できる場を屋内外に設けた。場合に応じてスタッフが関わり、仲間づくりの促

進を図ったほか、親子でも楽しめるイベントを実施した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

多目的ホール活用 カプラ 年間で32日 多目的ホール 6,331人

ドミノ 4/23､24 905人

11/26

とことん外であそび隊 ﾌﾟﾚｲﾜｰｶｰが見守り、ﾊﾝﾓｯｸやﾎｯﾋﾟﾝ 5/ 1, 7/17 かくれんぼの丘 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 675人

ｸﾞ等の自由遊び空間を提供 3/4 延べ6人

雨天中止11/19

親子ふれあい活動 小中学生の親子を対象に、野外炊 5/29 東毛青少年自然 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 14人 40人

｢手打ちうどん作り＆ 飯と周辺散策や野外遊び等を実施 の家

ふれあい野外活動」 (食育体験事業)

団体利用 「カプラであそぼう」 7/ 8､15 多目的ホール 2団体 59人

(2) 推進事業

①児童館活動促進事業
児童館フェスティバルや研修会等を開催し、地域児童館との連携を深め、併せて、県内児童館のミニパネルの常時展示やホーム

ページ上での児童館情報の掲載を行い、利用者が児童館情報を手軽に入手できる環境整備を行った。また、児童虐待防止推進月間

にあわせて、県内児童館が協力し児童館オレンジリボンキャンペーンを実施した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

群 組織化・情報収集 会員提供の児童館だよりの集約､ 4/ 1～3/31 会員 66館

馬 ＨＰ掲載､館内掲示､研修会案内、

県 児童館ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ工作レシピ集送付

児 やイベント情報送付

童

館 総会 平成27年度事業報告及び会計報 4/27 研修室 顧 問 1人 参加会員

連 告､平28年度事業計画(案)及び予 事務局 2人 39館 36人

絡 算(案)を審議し承認。群馬県児童

協 館活動功労者表彰式

議

会 臨時役員会 ＪＡ共済連群馬からの寄付受け入 11/30 会議室 役 員 7人

れ許否及び群馬県児童館連絡協議 顧 問 1人

会寄付受入規定について 事務局 1人

役員会 平成28年度事業報告(案)及び会計 3/ 9 会議室 役 員 6人

報告(案)、平成29年度事業計画 顧 問 1人

(案)及び予算(案)、群馬県児童館 事務局 1人

連絡協議会役員改選(案)

館長交流会 子育て支援や障がい児の対応につ 4/27 研修室 顧 問 1人 参加会員

いて意見を交換 事務局 2人 28館 26人

児童館職員交流会 ｢コーチング・コミュニケーショ 11/ 4 第１研修室 畑 さち子氏 27人

ン法｣～相手との信頼関係を築き、 (国際ｺｰﾁ連盟

成長を応援する関わり方のコツ～ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ認

定ｺｰﾁ)

群馬県児童館連絡 職員状況を取りまとめた職員録を 6/ 1 発行部数

協議会職員録作成 会員に送付 80部

ＪＡ共済連群馬寄 JA共済連群馬の寄付寄贈式出席 11/30 群馬県庁 会長、事務局

贈式
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

群 第１回幹事会 幹事の業務を確認するとともに、 5/12 第１研修室 事務局 3人 幹事 10人

馬 全体事業の方向性を協議

県

内 第２回幹事会 個別事業の確認事項及び全体事業 6/10 群馬県庁 事務局 3人 幹事 10人

児 の検討協議

童

館 第３回幹事会 個別事業の確認事項及び全体事業 7/ 7 第１研修室 事務局 3人 幹事 11人

フ の検討協議

ェ

ス 第４回幹事会 実施場所や役割分担、当日スケジ 9/ 2 群馬県庁 事務局 2人 幹事 11人

テ ュール等の確認

ィ

バ 第５回幹事会 最終確認及び会場準備 10/13 第１研修室 事務局 3人 幹事 11人

ル

第６回幹事会 今年度の振り返り及び次年度の実 11/18 第１研修室 事務局 3人 幹事 9人

施について

テーマ ｢児童館はみんなを笑顔にする!!｣ 10/16 公園、館内各所 児童館 52館 6,718人

ﾌﾟﾛﾏｼﾞｼｬﾝ

全体事業 ﾌ゚ ﾛﾏｼﾞｼｬﾝﾐｽﾀｰりゅうおうのﾏｼ゙ ｯｸｼｮｰ りゅうおう､

各児童館職員の ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ奏者

協力で実施 フェイスペインティング りん

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

Rinn(りん)が奏でるｱｺｰﾃﾞｨｵﾝの時間 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 7人

身近な材料でできる工作展

光る！泥だんごの色あそび・忍者

学校・紙芝居実演

個別事業 一輪車の演技と乗り方の説明

児童館毎にプロ

グラムを実施 南京玉すだれ･竹太鼓の上演とまりつき

影絵

お祭り広場

あそびの出前

バルーンアート教室

びゅんびゅんごま

プラッパー

保冷剤でアロマ消臭剤を作ろう

カラフルこまを作ろう

プラバンづくり

選べるマグネット

魔女の帽子のオブジェ

ふくらむえの具で作るマイバック

ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌのﾊﾟｿｺﾝﾌﾟﾘﾝﾄ工房

人形劇「ヘンゼルとグレーテル」

動物なぞときクイズラリー

その他 児童館紹介パネル展示
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

児 第１回児童厚生員 「個別援助活動」 6/23 群馬県生涯 大竹 智氏 101人 100人

童 等研修会 学習センター (立正大学)

厚

生 第２回児童厚生員 ｢ゲーム･運動あそび」 12/ 8 多目的ホール 清水 将之氏 99人 100人

員 等研修会 (淑徳大学短期

等 大学部)

研

修 第３回児童厚生員 ｢集団援助活動」 1/18 群馬県生涯学習 熊澤 桂子氏 89人 100人

会 等研修会 センター (東京教育専門

学校)

第４回児童厚生員 ｢健全育成論」 2/ 7 研修室 柳澤 邦夫氏 96人 100人

等研修会 (上三川町立上

三川小学校)

「配慮を要する児童の対応」 2/ 7 研修室 宮内 洋氏 90人 100人

(県立女子大学)

遊びの指導技術開発研 「表現活動」 7/12 多目的ホール 猪之良高明氏 98人 80人

修 音楽の効果や方法について実技体 (ﾄﾞﾚﾐｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽ所

験を通してその実際を学んだ 長･音楽療法士)

児童健全育成講演会 水谷 修氏講演会 2/26 多目的ホール 水谷 修氏 聴講 240人 300人

「夜回り先生、いのちの授業」 (水谷青少年問 託児 12人 15人

共催 群馬県児童館連絡協議会 題研究所)

後援 ぐんま地域活動連絡協議会 NPO法人すずらん

群馬県民生委員児童委員協議会 (託児)

みんなで｢ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝﾂﾘ 11月の児童虐待防止推進月間にち 11/ 5 ピロティ 210人

ｰを飾りつけよう｣～群 なみ県内児童館でのｷｬﾝﾍﾟｰﾝの一

馬県内児童館ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞ 環として､ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝの製作や装飾

ﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ～ 及び啓発活動を実施

貸出遊具 遊具の貸出 4/ 1～3/31 46施設82ｾｯﾄ

映画フィルムの貸出 5施設12本

②ネットワークづくり事業
子育て支援関係団体等とのネットワークを構築しながら子育て文化や遊びを発信し、地域の子育て環境作りの充実に努めた。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

プレーバス巡回 親子遊び 5/26 太田市 34人
（移動児童館） （太田市綿打児童館） 綿打児童館

95回 4,242人 シャボン玉であそぼう 5/31 子持ふれあい公 36人
(子育てサロン バンビの会) 園

市町村(公民館等) 7回
児童館 29回 親子遊び 6/ 2 藤岡中央児童館 50人
放課後児童ｸﾗﾌﾞ20回 (藤岡中央児童館)
子育て支援ｾﾝﾀｰ
母親ｸﾗﾌﾞ 26回 親子遊び 6/15 邑楽町立 43人
子育てｻﾛﾝ (邑楽地域子育て支援センター） 中央保育園
育児サークル 3回
子ども育成会 8回 親子遊び 6/22 大泉町 16人
児童養護施設 2回 (大泉町南児童館母親クラブ） 南児童館

空気砲であそぼう 6/25 玉村町 28人
(角渕下之手子供会) 角渕研修所

親子遊び 6/28 高崎市立 25人
(高崎市立箕郷第二保育園子育て 箕郷第二保育園
支援センターかんがるーむ)
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

プレーバス巡回 シャボン玉であそぼう 6/30 みどり市子育て 37人
（移動児童館） (赤城保育園地域子育て支援セン 応援施設

ターたんぽぽ)

造形 7回 387人 水鉄砲バトル 7/ 2 板倉町児童館 47人
やきもの 1回 54人 (板倉町児童館)
科学ﾏｼﾞｯｸ 5回 198人
静電気 1回 22人 親子遊び 7/15 富岡市 39人
ｼｬﾎﾞﾝ玉 4回 130人 （富岡市立額部保育所子育て支援 額部保育所
空気砲 4回 148人 「すこやかひろば」）
ﾐﾗｰｷｭｰﾌﾞ 4回 140人
音の伝わり2回 108人 鑑賞事業等「人形劇」 7/16 前橋市ふじみ 人形劇団ぽっ 45人
親子遊び 38回1,542人 （前橋市ふじみじどうかん) じどうかん ぷこ～ん
カプラ 9回 468人
ドミノ 1回 32人 科学遊び「空気砲」 7/20 太田市 26人
集団ｹﾞｰﾑ 3回 82人 （太田市九合児童館） 九合児童館
水鉄砲ﾊﾞﾄﾙ5回 251人
映画上映 1回 46人 音であそぼう① 7/21 高崎市 64人
鑑賞事業 4回 335人 （高崎市井野児童館） 井野児童館
泥だんご 2回 134人
移動ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 親子遊び 7/22 沼田市保健 111人

4回 165人 （和い輪いくらぶ） 福祉センター

科学マジック 7/25 前橋市 40人
（前橋市大友児童館） 大友児童館

造形遊び｢ランチプレート｣ 7/26 大間々南 37人
（大間々南学童保育所） 学童保育所

造形遊び｢ランチプレート｣ 7/27 大間々北第1 57人
（大間々北第１第２学童保育所） 学童保育所

造形遊び｢ランチプレート｣ 7/29 大間々東第2 114人
（大間々東学童保育所） 学童保育所

ミラーキューブ 8/ 2 渋川市 24人
（渋川市北橘公民館） 北橘公民館

科学マジック 8/ 2 前橋市なかがわ 30人
（前橋市なかがわ児童クラブ） 児童クラブ

ミラーキューブ 8/ 3 館林市つつじ野 49人
（館林市つつじ野学童クラブ） 学童クラブ

やきもの体験 8/ 4 高崎市 54人
（高崎市豊岡児童館） 豊岡児童館

造形あそび「ランチプレート」 8/ 4 高崎市堤ヶ岡 63人
（高崎市堤ヶ岡学童保育クラブ） 学童保育クラブ

空気砲であそぼう 8/ 5 太田市旭小放課 50人
（太田市旭小放課後児童クラブ） 後児童クラブ

空気砲であそぼう 8/ 5 太田市立 44人
（太田市南小放課後児童クラブ） 南小学校

水鉄砲バトル 8/ 8 沼田公園 57人
（沼田市ちぐさ学童クラブ）

カプラであそぼう 8/ 9 邑楽町立 43人
（邑楽町立北児童館） 北児童館

水鉄砲バトル 8/10 前橋市山王グラ 66人
(前橋市たちばな児童館学童ｸﾗﾌﾞ) ウンド

カプラであそぼう 8/17 みなかみ町立 25人
（みなかみ町立水上児童館） 水上児童館

音の伝わり方「ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｽﾈｰｸ」 8/18 前橋市あらまき 44人
（前橋市あらまき第二児童クラブ） 第二児童クラブ

カプラであそぼう 8/22 －
（伊勢崎市こどもＮみかた） (台風により中止)
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

プレーバス巡回 カプラであそぼう 8/22 －
（移動児童館） （伊勢崎市赤堀児童館） (台風により中止)

科学マジック 8/24 明和町立 57人
（明和東部学童保育所保護者会） 東小学校体育館

シャボン玉であそぼう 8/24 板倉町 45人
（板倉町北部公民館） 北部公民館

科学マジック 8/25 太田市 32人
（太田市休泊児童館） 休泊児童館

科学マジック 8/25 太田市 39人
（太田市鳥之郷児童館） 鳥之郷児童館

水鉄砲バトル 8/30 －
（太田市綿の実なかよし学童ｸﾗﾌﾞ） (台風により中止)

水鉄砲バトル 8/30 児童クラブ 51人
（児童クラブわかばの杜） わかばの杜

水鉄砲バトル 9/ 4 社会福祉法人フ 30人
（社会福祉法人フランシスコの町） ランシスコの町

親子遊び 9/ 8 中之条町 22人
（中之条町立中之条保育所 伊参交流館
地域子育て支援センター）

親子遊び 9/ 9 昭和村第一保育園 32人
（昭和村第一保育園子育て支援ｾﾝﾀｰ) 子育て支援ｾﾝﾀｰ

親子遊び 9/10 高崎市慈光保育園 35人
（高崎市慈光保育園 子育て支援 子育て支援室
室みんなの木） みんなの木

親子遊び 9/14 太田市 40人
（太田市韮川児童館） 韮川児童館

親子遊び 9/21 伊勢崎市 25人
（伊勢崎市境児童センター） 境児童センター

親子遊び 9/23 板倉町児童館 52人
（ひまわりキッズ）

ミラーキューブ 9/24 高崎市 16人
（高崎市榛名児童館） 榛名児童館

親子遊び 9/27 吉岡町児童館 59人
（えくぼクラブ）

親子遊び 10/ 6 沼田幼稚園子育 44人
（沼田幼稚園子育て支援センター） て支援センター

親子遊び 10/13 安中市岩野野保 20人
（地域子育て支援センターいわい） 育園子育て支援

センターいわい

カプラ 10/20 伊勢崎市 52人
（伊勢崎市あやめ児童館) あやめ児童館

親子遊び 10/21 伊勢崎市 52人
（伊勢崎市境児童館どんぐり） 境児童館どんぐり

親子遊び 10/23 長野原町 57人
（長野原町応桑こども館） 応桑こども館

親子遊び 10/25 伊勢崎市 29人
（伊勢崎市すみれ保育園子育て支 すみれ保育園
援センター ありんこクラブ）

親子遊び 10/27 安中総合体育館 52人
（安中市役所 健康づくり課）
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

プレーバス巡回 シャボン玉であそぼう 10/29 前橋市 12人
（移動児童館） （前橋市城南公民館 家庭教育学 城南公民館

級(子育て学級))

親子遊び 11/ 2 地域子育て支援 18人
（大泉町エンゼル保育園 地域子 センターエンゼル
育て支援センターエンゼル）

鑑賞事業等 11/ 5 沼田市しらさわ 山崎 茂 氏 58人
｢光る！泥だんごの色遊び｣ 学童クラブ (三波川ふるさ
（しらさわ学童クラブ） と児童館あそ

びの学校）

親子遊び 11/10 明和こども園 73人
（明和町立明和こども園 子育て 子育て支援ｾﾝﾀｰ
支援センター）

鑑賞事業等 11/12 板倉町児童館 山崎 茂 氏 76人
「光る！泥だんごの色遊び」 (三波川ふるさ
（板倉町児童館） と児童館あそ

びの学校)

親子遊び 11/16 高崎市 39人
(高崎市倉賀野児童館母親クラブ) 倉賀野児童館

親子遊び 11/18 前橋市 23人
（ひよこくらぶ） 芳賀公民館

親子遊び 11/22 前橋市 39人
（前橋市南橘公民館） 南橘公民館

カプラ 11/24 伊勢崎市 83人
（伊勢崎市きく児童館） きく児童館

鑑賞事業等「人形劇」 11/26 桐生市 人形劇団 83人
（桐生市子育て支援センター） 保健福祉会館 ぽっぷこ～ん

カプラ 11/29 伊勢崎市赤堀 68人
（伊勢崎市赤堀あさひ児童館） あさひ児童館

移動プラネタリウム 12/ 3 高崎市 41人
（高崎市井野児童館） 井野児童館

集団ゲーム 12/11 吉岡町 37人
（仲よし子供会） 大藪公会堂

造形遊び「ランチプレート」 12/17 安中市九十九地 24人
（国衛百石子ども育成会） 区生涯学習ｾﾝﾀｰ

ミラーキューブ 12/18 榛東村 51人
（10区いずみ子供会） 10区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

造形遊び「ランチプレート」 12/22 伊勢崎市 61人
(伊勢崎市赤堀南児童館) 赤堀南児童館

カプラ 12/23 沼田市立枡形小 62人
（おひさま学童クラブ） 学校体育館

カプラ 12/26 伊勢崎市 15人
（伊勢崎市こどもＮみかた） 赤石楽舎

カプラ 12/26 伊勢崎市 87人
（伊勢崎市赤堀児童館） 赤堀児童館

カプラ 12/27 前橋市 33人
（前橋市桃瀬児童クラブ） 桃瀬児童クラブ

集団ゲーム 12/28 みなかみ町新治 19人
（みなかみ町新治学童クラブ） 学童クラブ

親子遊び 1/12 館林市多々良 31人
（館林市多々良公民館児童室） 公民館児童室
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

プレーバス巡回 映画上映 1/14 高崎市 46人
（移動児童館） （高崎市井野５子供会） 井野５公民館

親子遊び 1/20 みよし保育園 52人
(みよし保育園子育て支援センターキラキラらんど）

ドミノであそぼう 1/21 玉村町立 32人
（玉村町立南児童館放課後児童ク 南児童館
ラブ父母会）

親子遊び 1/27 大泉町 46人
(大泉町西児童館母親クラブ) 西児童館

移動プラネタリウム 1/28 社会福祉法人フ 40人
（フランシスコの町） ランシスコの町

親子遊び 2/ 3 大泉町北児童館 50人
（大泉町北児童館母親クラブ）

静電気ビリビリ実験 2/ 5 玉村町 22人
（玉村町４丁目子供会） ４丁目会館

親子遊び 2/ 8 高齢者生きがい 60人
(伊勢崎市社会福祉協議会あずま支所) センター

親子遊び 2/ 9 館林市西児童館 39人
（館林市西児童館）

造形遊び 2/10 伊勢崎市平井区 31人
（伊勢崎市平井子供育成会） 集会所

親子遊び 2/17 大泉町東児童館 16人
（大泉町東児童館母親クラブ）

鑑賞事業等「ヒーローショー」 2/18 高崎市 TMCワイルド 100人
（高崎市豊岡児童館） 豊岡児童館

親子遊び 2/22 高崎市 51人
（桃ヶ丘保育園子育て支援サーク 剣崎町上公民館
ル「おはなひろば」）

親子遊び 2/28 安中市 28人
(安中市東横野子育てｻﾛﾝ｢たけのこ｣) 東横野公民館

鑑賞事業等「参加型劇」 3/ 4 伊勢崎市境 アクト☆やま 107人
（伊勢崎市境児童館どんぐり） 児童館どんぐり と姫

親子遊び 3/ 2 安中二葉幼稚園 30人
（安中二葉幼稚園 子育て支援）

集団ゲーム 3/ 5 玉村町 26人
（玉村町角渕御門子供会） 角渕研修所

親子遊び 3/ 7 伊勢崎市 21人
（親子サークルきらきら） 茂呂公民館

親子遊び 3/ 9 伊勢崎市 42人
（伊勢崎市さざんか児童館） さざんか児童館

親子遊び 3/23 前橋市大胡地区 47人
(地域子育て支援ｾﾝﾀｰ｢アイアイ」） 改善センター

移動プラネタリウム 3/18 大泉町西児童館 43人
（大泉町西児童館）

移動プラネタリウム 3/24 太田市 41人
(太田市九合児童館) 九合児童館
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③組織化事業
地域の子育て支援団体と連携した事業を行うとともに、施設ボランティアでは、新たにボランティア説明会及び交流会を実施した。

また、ジュニアスタッフ養成では、年間の活動を通してボランティアへの理解や異年齢児の交流を図った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ボランティア運営 施設ボランティアの募集・登録 4/ 1～3/31 登録 71人

(3月末)

｢ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱひろば」292～303号発行 4/ 1～3/31

ボランティア説明会＆ 新規登録希望者及び登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 5/22 第１研修室 10名

交流会 に向けた活動概要等の説明と交流 (うち新規2名)

ボランティア活動促進 おもちゃの病院 4/17､ 6/19 第１研修室 ﾎﾞﾞﾗﾝﾃｨｱ 61家族91個

8/28､10/23 第２研修室 延べ46人

12/11､ 2/19

人形劇であそぼう！ 5/28､7/16 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ各日1人 216人

9/24､11/23

1/28 3/11

マジック＆腹話術ショー 6/ 5､11/27 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ延べ4人 299人

ジュニアスタッフ養成 オリエンテーション及び七夕イベ 6/12 第１研修室 7人

ントの内容協議とポスター作成 (登録者15人)

ジュニアスタッフのたなばた工作 7/ 2､ 3 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 活動者のべ8人

コーナー 工作 170人

午前はポップコーン作りを、午後 短冊 164人

は七夕工作の材料配布のほか、ポ ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ

ップコーン配布を行った 200個

夏休み特別企画 8/ 6～26 活動者

「宇宙おもしろ体験！」 延べ 24人

各室での受付等 9/18､2/26 活動者各1人

児童館フェスティバル運営補助 10/16 パソコンルーム 活動者 7人

参加者 87人

ﾊｯﾋﾟｰ!ﾒﾘﾒﾘｸﾘｽﾏｽ会 12/25 多目的ホール 活動者 2人

こどもの国のお正月 1/ 4～ 9 活動者 3人

ジュニアスタッフのお茶会 1/ 4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 活動者 2人

参加者 43人

異文化交流事業 3/12 活動者 6人

まるごとこどもデー 3/25 館内各所 活動者 6人

ジュニアスタッフと遊ぼう 研修室 活動者 8人 2 0 人

参加者 20人 ×2回

子育てサロンこどもの国 親子あそびや手遊び、情報交換等 4/13､ 5/11 第２研修室 太田子育て支 119組 226人

の実施 6/ 8､ 7/13 多目的ホール 援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜ

共催 太田子育て支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ 9/14､10/12 ｰｸ会員

11/ 9､12/14

2/ 8､ 3/ 8

第２６回 担当者会議 4/ 8 第１研修室 15人

ぐんま母親フェスティ 事務局(県)1人

バル～ひかってるネ!お

母さん～ 県内母親クラブの紹介や、踊りや 5/15 多目的ホール ぐんま地域活 1,425人

工作などの活動発表 第２研修室、 動連絡協議会 理事 13人

共催 ぐんま地域活動連絡協議会､ ３階ギャラリー 事務局(県)3人

群馬県 他

群馬県児童館連絡協議会
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④調査・研究事業
サービス向上委員会では、事業別アンケートや意見箱の声をまとめて職員内で共有し、施設運営に反映させるとともに、外部部

会で取組状況の精査や意見交換を行い、更なるサービスの向上に努めた。あわせて「こどものあそび実態調査」を行い、来館する

子どもたちの普段の遊びの実際を把握し、今後の事業展開の参考とした。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

サービス向上委員会 内部部会 4/27､ 7/29 内部委員 6人 －
9/ 9､10/14
10/20

外部部会 10/20 会議室 外部委員 3人 －
取組状況の説明及び意見交換 3/ 7 内部委員 6人

ご意見箱の設置 4/ 1～3/31 １階 58件

こどものあそび実態調査 10/28 ピロティ 181件
来館した子どもに普段何をして遊 1/ 7 多目的ホール 129件
んでいるかの実態を調査

事業別アンケート 企 群馬県子育て関連施策ﾊﾟﾈﾙ展 4/29～5/ 8 多目的ホール 500件
画
事 七夕まつり 7/ 2～ 3 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人 75件
業 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 8人

夏休み特別企画 8/ 7～28 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 6人 401件
「宇宙おもしろ体験!!～無重 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ23人
力ってこ～んなかんじ!?～」 (延べ人数)

敬老の日ｲﾍﾞﾝﾄ「おじいちゃ 9/ 4 ぐんま中高年 5件
ん、おばあちゃんとﾚｯﾂﾄﾗｲ!!」 スポーツ財団

入館者900万人達成事業＆敬 9/11 中島弘幸 氏 471件
老の日イベント「家族で楽し ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人
もう！ﾌｧﾐﾘｰﾏｼﾞｯｸｼｮｰ」

群馬県民の日スペシャル「に 10/28 yoshimi(ぐんま観光特使 60件
こっと ポチッとぐんまを知 ･ぐんまーｿﾝｸ゙ ﾗｲﾀ )ー､関
ろう！」 あっし(沼田市出身お笑い

芸人)､ポチッとくん

第9回ぐんまこどもの国にﾌｫｰﾐ 11/26 ピロティー 小暮 卓史氏 50件
ｭﾗｶｰ&小暮卓史がやってくる!! ｴﾝﾄﾗﾝｽ広場

ﾊｯﾋﾟｰ!ﾒﾘﾒﾘｸﾘｽﾏｽ会 12/25 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 16件

しめ縄作り教室 12/26 公園乗務員控室 太田市西長岡町区長 3件
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

こどもの国のお正月2017 1/ 4～9 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 33件
多目的ホール事業 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 3人

「はねつき遊びで無病息災」 1/ 4､ 9 わんぱく広場 10件

｢ぐんまちゃん＆にこっとち 1/ 4 １階ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ 20件
ゃんと写真を撮ろう」

ベーゴマワークショップ 1/ 5 第１研修室 栗崎 優希氏 23件

「ｴﾝｼﾞｮｲ!けん玉withさざんか 1/ 8 多目的ホール さざんかけん 12件
けん玉道場＆KENDAMA's fores 玉道場
t」 KENDAMA's forest

新春ししまい公演 1/ 9 研修室 太田神楽 40件

ドリームステージ 3/20 多目的ホール 福田 翔氏 39件
ｇａａｇａａＳ
(ｿﾝｸﾞﾌﾞｯｸｶﾌｪ)
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

春のこどもの国ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 3/25～30 多目的ホール 36件
第１弾「カプラにチャレンジ」

カプラワークショップ 59件
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

サービス向上委員会 企 こどもわくわく劇場 9/25 多目的ホール ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団 ＊先方で実施

事業別アンケート 画 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団ｱﾗﾑﾆｰ公演 アラムニー
事 「美女と野獣」
業

こどもわくわく劇場 10/23 野外ステージ ＴＭＣワイルド 50件
｢夢適ヒーロー大集合!｣

こどもわくわく劇場 11/ 3 多目的ホール 群馬医療福祉 40件
｢群馬医療福祉大学公演｣ 大学

こどもわくわく劇場 11/20 育英短期大学 35件
｢育英短期大学公演｣

こどもわくわく劇場 12/17 研修室 中央情報経理 30件
｢中央情報経理専門学校公演｣ 専門学校

こどもわくわく劇場 12/18 多目的ホール 大泉保育福祉 74件
｢大泉保育福祉専門学校公演｣ 研修室 専門学校

こどもわくわく劇場 1/15 多目的ホール おかあさん人 33件
おかあさん人形劇公演」 形劇

こどもわくわく劇場 2/18 つくしんぼ・ 10件
つくしんぼ&虹色ﾊｰﾄｼｱﾀｰ公演 虹色ﾊｰﾄｼｱﾀｰ

こどもわくわく劇場 2/19 太田おはなし 4件
太田おはなし友の会公演 友の会

サ ｽﾍﾟｼｬﾙｻｲｴﾝｽｼｮｰ｢向井千秋記念 9/22 多目的ホール 向井千秋子ど 58件
イ 子ども科学館＆ぐんまこども も記念科学館
エ の国児童会館ｺﾗﾎﾞDEｻｲｴﾝｽｼｮｰ」 職員 ２人
ン
ス 太工ﾌｪｱｰINこどもの国児童会館 10/22 県立太田工業高等 16件
ワ ～太工生といっしょにﾁｬﾚﾝｼﾞ！ 学校生徒・先生
ン
ダ ものつくり教室 8/ 6 研修室 県立太田工業高 19件ー
「自動そうじﾛﾎﾞｯﾄをつくろう」 等学校ｱｲﾃﾞｱﾛﾎﾞ

ラ ｯﾄ研究部
ン
ド おもしろ科学教室 11/ 5 第１研修室 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 16件
運 ｢プロペラカーを作って遊ぼう｣ の会
営

石川先生の科学教室 11/20 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 石川 博行氏 7件
「火山のはなし」 (太田市立北中学校)

科学講座はじめまして科学く 12/11 第２研修室 丹羽 孝良氏 9件
ん～びっくりﾋﾞﾀﾐﾝC! B･V･C～ (桐生市立西小学校)

科学講座 「～身近な食材か 8/ 7 第１研修室 NPO法人くらし 21件
らＤＮＡを取りだそう！～」 とﾊﾞｲｵﾌﾟﾗｻﾞ21

科学講座 キッチン☆サイエ 6/19 研修室 キッチンの科学 29件
ンス「光るグミをつくろう！」 プロジェクト

科学工作｢樹徳高等学校理科部によ 6/ 5 樹徳高等学校理 29件
るkawaiiｽﾗｲﾑをつくろう☆etc｣ 科部生徒･顧問

ﾎﾟﾘﾌﾞｸﾛｼﾞｪｯﾄをとばそう！ 3/26 第１研修室 9件

こども宇宙教室 9/17 スペースシアター ぐんま天文台 11件
「月の秘密を探ってみよう！」 濵根 寿彦氏

企画投影 11/23 7件
熟睡ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ2016 ﾈﾑﾀﾅｰﾙの
誘惑｢癒やしのｱﾛﾏﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ｣

自由利用２「クルクルまわる」 5/ 7～29 クラフトルーム 5件

自由利用３｢おこさまランチ♪｣ 6/ 1～23 67件

ス
ペ
ー
ス
シ
ア
タ-

運
営
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

サービス向上委員会 ク 自由利用４｢パッチン！まとあて｣ 6/25～30 クラフトルーム 60件
事業別アンケート ラ 7/ 8～18

フ
ト 自由利用５「ガムガムアート」 7/21～31 45件
ルー

自由利用６「おばけタワー」 8/13～31 20件
ム
運 自由利用７ 9/ 2～29 20件
営 「色・いろ☆ぼうえんきょう」

自由利用８「カラコロ♪」 10/1～20 20件

自由利用９ 11/2～24 21件
「インディアン★ティピー」 11/1準備休

自由利用10「ちいさなリース」 12/ 1～15 29件

季節プログラム 10/22～30 17件
「まきまき☆ハロウィン」

わくわくワークショップ 8/28 第1研修室 8件
「ﾊ゚ ﾌｪ☆ｶー ﾄ゙ 」をつくっちゃおう

造形教室「アクアドーム」 7/31 35件

おたんじょうてがた 6/21 第２研修室 10件
｢どれくらい大きくなったかな｣

プ おやこサロンスペシャル 6/29 スペースシアター 11件
レ ｢親子であそぼう☆ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ｣
イ
ル いきいきママ講座 6/ 3 第１研修室 山﨑 美紀氏 18件ー

「ﾔｸﾙﾄｸｯｷﾝｸﾞ＆食育講座」 (群馬ﾔｸﾙﾄ販売)
ム
運 ｢大人のぬりえ～谷村友先生 11/11 研修室 谷村 友 氏 15件
営 とアラビアンナイト～｣ ｱｲｱｲｸﾗﾌﾞ(託児)

「ﾚｻﾞｰｸﾗﾌﾄ体験☆小さいキー 2/10 15件
ホルダーを作ってみよう」

わくわくパパ講座 11/27 菊池嘉一郎氏 10件
｢パパも今日からｺｰﾋｰﾏｽﾀｰ！」 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ３人

こども映画会｢銀河が麻呂を呼ん 7/18 多目的ホール 50件
でいる～ふたりのねがい星～｣

親子ＳＮＳ講座～ＳＮＳのあ 3/19 第１研修室 鵜飼 絵美氏 13件
れこれ～ 佐藤 安南氏

(親子ｽﾏｲﾙﾈｯﾄ)

図 怪談こわーいはなし 8/13 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 16件
書
室 絵本でEnglish 12/24 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 7件
運
営 絵本のワークショップ 12/24 9件

おはなしのへやスペシャル 5/ 8 第２研修室 10件

おはなしのへやデラックス 1/29 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 12件

絵本のワークショップ 2/12 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 8件
①れいぞうこ②まほうのれいぞうこ
くるくるﾍﾟｰﾊﾟｰでつくるたべ
ものﾏｸﾞﾈｯﾄ

体 こどもの国ﾀﾞﾝｽＤａｙ 10/30 多目的ホール ｽﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾀﾞ 6件
力 LESSON2～ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ～ ﾝｽｽｸｰﾙ
増
進 バトル！スポーツ 7/26 わんぱく広場 7件

｢水でっぽうバトル！」

ビ
デ
オ
・
パ
ソ
コ
ン



- 24 -

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

サービス向上委員会 児 第１回児童厚生員等研修会 6/23 群馬県生涯学習 大竹 智氏 98件
事業別アンケート 童 「個別援助活動」 センター (立正大学)

館
活 遊びの指導技術開発研修会 7/12 多目的ホール 猪之良高明氏 93件
動 ｢表現活動｣ (ﾄﾞﾚﾐｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽ所
促 長･音楽療法士
進

群馬県内児童館フェスティバル 10/16 公園、館内各所
(来場者向け) 90件
(児童館職員向け) 49件

児童館職員交流会 11/ 4 第１研修室 畑 さち子氏 23件
｢ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ法｣～相手 (国際ｺｰﾁ連盟
との信頼関係を築き、成長を ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ認
応援する関わり方のコツ～ 定ｺｰﾁ)

第２回児童厚生員等研修会 12/ 8 多目的ホール 清水 将之氏 94件
｢ゲーム･運動遊び」 (淑徳大学短期大学部)

第３回児童厚生員等研修会 1/18 群馬県生涯学習 熊澤 桂子氏 86件
｢集団援助活動」 センター (東京教育専門学校)

第４回児童厚生員等研修会 2/ 7 研修室 柳澤 邦夫氏 92件
｢健全育成論」 (上三川小学校)

第４回児童厚生員等研修会 2/ 7 宮内 洋氏 85件
「配慮を要する児童の対応」 (県立女子大学)

水谷 修氏講演会 2/26 多目的ホール 水谷 修氏 182件
｢夜回り先生、いのちの授業｣ (水谷青少年問

題研究所)

児 異文化交流事業 3/12 多目的ホール JICA､大泉町･ 26件
童 大泉町観光協
文 会｡ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ､
化 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ

組 ボランティア説明会＆交流会 5/22 第１研修室 9件
織
化 おもちゃの病院 8/28､2/19 研修室 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ延べ13人 10件
事
業 人形劇であそぼう 9/24､3/11 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 17件

ジュニアスタッフとあそぼう 3/25 研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 8人 13件

ジュニアスタッフ 3/ 1～31 －
(ジュニアスタッフ向け) 6件
(保護者向け) 18件

団体向けアンケート 9/27～3/31 136件

広 にこっと通信第54～56号 10/15､7/15､ 県内保健ｾﾝﾀｰ 41件
報 1/15 児童館 他

障がい児応援プログラ 第１回～第８回会議 7/ 8､ 9/ 3 会議室 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞｰ －
ムプロジェクト 9/ 9､23 5人

12/20､ 1/13
1/18､27

施設見学及び｢にこっとGO!!｣事前 7/15 障がい児学童 －
ヒアリング ｸﾗﾌﾞ陽だまり

1/13 放課後等ﾃﾞｲｻｰ
ﾋﾞｽ｢音つみき｣

遊びの出前「にこっとＧＯ！」 10/ 4 障がい児学童 21人
放課後等デイサービス等に出向 ｸﾗﾌﾞ陽だまり
き、遊びのプログラムを提供

2/17 放課後等ﾃﾞｲｻｰ 6人
ﾋﾞｽ｢音つみき｣
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⑤児童文化推進事業
子ども文化の推進と豊かな情操を育むため、ぐんまこどもの夢大賞を設け、絵画と童話の作品を募った。今年度で第２５回を迎

えた記念に、第１回から第２５回までの最優秀作品をまとめ足跡を残すため、記念作品集を発行し、受賞者や関係団体に配布した。

また、異文化交流事業では、国際交流に携わる行政機関と連携し、遊びを通して世界の文化に触れる機会を提供した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

第25回 絵画部門｢ぼくの夢､わたしの夢｣ 応募期間 (審査委員) 応募6,169点
ぐんまこどもの夢大賞 8/ 1～ 9/4 山野 直樹氏 入賞 158点

田中 賢治氏
審査会 足達 哲也氏
9/28(絵画)

童話部門（創作童話：自由テーマ） 10/14(童話) (審査委員) 応募 421点
浅川 じゅん氏 入賞 26点
栗原 章二氏
深代 栄一氏
中庭 ふう氏
峯岸 英子氏

表彰式 11/13 多目的ホール (審査委員) 受賞者 71人
足達 哲也氏
深代 栄一氏

入選作品展 11/13～27 2･3階ギャラリー 7,714人

12/ 3～12 群馬県庁 5,263人

「入選作品集」発行 3/15 450部

ぐんまこどもの夢大賞 「25回記念最優秀作品集」発行 2/28 700部

異文化交流事業 英語でゲームをしよう、お菓子の 3/12 多目的ホール JICA3人､大泉 444人
家を作ろう､民族衣装の試着、国 町･大泉町観光
旗のバッチ作り、国旗柄の折り紙 協会2人
で鶴を折ろう ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ3人

ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ6人

⑥子育て相談事業
親や子ども一人ひとりの悩みに対応するとともに、必要に応じて関係機関と連携を図った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

子育て相談室 外部相談員による相談窓口開設 4/22､ 5/20 保健室 偶数月 20人 各日
6/17､ 7/15 宮内 洋氏 3人
8/19､ 9/16 (群馬県立女子大学）
10/20､11/10 奇数月
12/15､ 1/26 額田 直子氏
2/16､ 3/16 (群馬医療福祉大

保健師･助産師）

子育て(電話)相談室 電話による相談窓口開設 4/ 1～3/31 保健室 37人

⑦広報啓発事業
利用者が情報収集しやすいよう様々な媒体を活用して発信した。情報紙は紙面の見やすさを重視し、ホームページでは迅速な対

応に努めた。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ発行 来館者や報道機関等へ行事等を情 毎月1日 3,000部
報提供

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ夏休み特別 太田市内中学校18校に配付 7/12 7,000部
号発行

｢にこっと通信」 機関情報誌として子育て情報など 4/15､ 7/15 4,500部
第53号～第56号 を掲載して発行、県内公共施設や 10/15､ 1/15

子育て支援センター等に送付
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運営 施設案内や行事等を随時掲載 4/ 1～3/31 43,696ｱｸｾｽ

民間情報紙への掲載 上毛新聞レジャースポットガイド 4/14､ 7/15 －
おおたタイムス 4/23､ 8/ 6

9/10､10/22
12/10､ 2/11
3/11

桐生タイムス 9/10
ぐんま経済新聞 10/ 6
月刊Deli-J 12/25
こどもとおでかけ３６５日 1/25
マンスリーとーぶ 3/ 1
プチちゃれ高崎版 3/ 9
ｖｉｖａ！ａｍｉｇｏ 3/24

誘客キャンペ－ン にこっとちゃん着ぐるみでPR活動 4/30 花と緑のぐんまづ －
共催 金山総合公園 くり2016inみどり

9/25 八ﾂ場ふるさと館 －

ゆるキャラグランプ 児童会館ﾏｽｺｯﾄ｢にこっとちゃん｣ 7/16､17 多目的ホール他 －
リ２０１６ をｴﾝﾄﾘｰさせ、館内を中心に、児 8/20､25､28

童会館及び｢にこっとちゃん｣をPR 9/ 4､11､17

にこっとちゃんPR活動 季節行事にあわせた趣向で館内PR 10/30 館内各所 －
1/22.28.29
2/12

ぐんまちゃん、にこっ 2体の着ぐるみによるふれあい及 5/ 3 エントランス広 60組 196人 各20組
とちゃんと写真を撮ろ び写真撮影会 11/12 場 60組 213人 ×3回
う 共催 金山総合公園

事業年報 10/ 1～30 300部

(3) 地域等連携事業
各方面へ出向いての事業の提供や、施設を利用した各種連携を図った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

アースデイin桐生 ｢つくってあそぼう!新聞紙フリス 4/23 群馬大学理工学 主催;ｱ ｽーﾃﾞｲin桐 168人 200人
ビー｣で出展 部桐生ｷｬﾝﾊﾟｽ 生実行委員会

実習受け入れ 東京福祉大学 保育実習 7/26～8/ 8 2人

県インターンシップ 9/ 1 4人

県立太田高等特別支援学校 9/ 9～17 1人
現場実習 1/17～28

太田市立毛里田中学校 11/10 2人
職場体験学習

県立４施設連携会議 29年度における連携事業協議等 7/ 1､ 3/15 7月ぐんま天文台 ぐんま天文台 －
3月ぐんま昆虫の森 ぐんま昆虫の森

県立図書館
児童会館

ぐんまウォーターフェ 川とﾀﾞﾑの仕組みや水力発電や水の 7/29～31 多目的ホール 主催；群馬県 2,200人
ア 浄水､森林やぐんまの魚に関する実

験や体験から水の大切さを学ぶ

前橋市児童文化ｾﾝﾀｰ 施設ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの視察及び、登録ﾎﾞﾗ 9/ 3 第１研修室 登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 16人
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる視察 ﾝﾃｨｱとの交流 2人

おおた・こども環境映 ｸﾞﾘｰﾝｲﾒｰｼﾞ国際環境映像祭出展作 9/ 4 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 主催；県東部環 52人
像祭 品の上映 境事務所

第３８回 太田市内の児童･生徒及び一般から募 9/17～19 研修室 主催;太田発明 800人
太田発明くふう展 集した発明考案品の審査会及び展示 協会

後援;(公財)群馬県児童健全育成事業団
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

おおたまちの先生見本 ｢プラバンＤＥクリスマスオーナ 12/ 4 太田市立九合小 主催;おおたま 149人 250人
市 メント｣で出展 学校 ちの先生見本市

実行推進協議会

第７回太田市･大泉町 太田市大泉町における入賞者への 12/10 多目的ホール 主催;太田ﾀｲﾑｽ 300人
ジュニア川柳表彰式 表彰

天文ＡＢＣ 様々な波長を利用した観測方法 1/15 第１研修室 主催;県立ぐんま 12人 30人
「宇宙の観測」 後援;(公財)群馬県児童健全育成事業団 天文台

玉村町児童館職員研修 運動遊び(ｹﾞｰﾑ)の実技指導 1/19 玉村町 当館指導員2人
会 上陽児童館

ＯＬＣこどもまつり メンバーによる様々な遊びの提供 2/ 5 多目的ホール 主催；太田リ 390人
後援;(公財)群馬県児童健全育成事業団 ーダークラブ

群馬県放課後児童クラ 造形あそび・科学工作の実技指導 2/ 7 伊勢崎市市民プ 当館指導員2人 約60人
ブ指導員会 (講師依頼） ラザ

東国文化ゆかりの地巡 スタンプ用紙及び宝箱の設置 3/15～3/31 主催；群馬県 －
りポイント施設

(4) 施設の維持管理
①施設・設備の貸出し

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 甲 類 乙 類 減 免 備考

多目的ホール 使用料を徴収し、多目的ホール及 4/ 1～3/31 3件 1件 6件
び付属設備を貸し出す

研修室 使用料を徴収し、研修室及び付属 4/ 1～3/31 10件 1件 24件
設備を貸し出す

附属設備 使用料を徴収し、付属設備を貸し 4/ 1～3/31 2件 2件 4件
出す

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

②施設の保守・維持管理
専門知識や資格を有した専門業者による計画的な安全管理・保守点検や、職員による始業・終業時における遊具等安全点検を実

施した。

ア 委託契約の状況

業務名 保守・管理点検内容 期日･期間 委託先 委託金額 備 考

消防用設備保守点検業 年２回点検 27. 4. 1～30. 3.31 （株）大塚消防設備 842,400
務委託

(保守点検) 9/ 2､ 3/ 3

警備業務委託 防災・防犯の機械警備 27. 4. 1～30. 3.31 （株）シムックス 1,010,880

清掃業務 日常清掃､定期清掃､特別清掃 28. 4. 1～29. 3.31 東洋ポリーズ(株) 5,313,600

(定期清掃、特別清掃) 5/23､ 7/11､ 9/20､
11/14､ 1/16､
3/13､21

建築物環境衛生管理業務 空気環境測定年6回 28. 4. 1～29. 3.31 東洋ポリーズ(株) 263,088
ねずみ､こん虫等防除年2回

(空気環境測定) 4/22､ 6/26､ 8/18
10/30､12/27､ 2/18

(ねずみ、昆虫等防除） 9/20､ 3/21

エレベーター保守･点検業 通常点検１２回、年次点検１回 27. 4. 1～29. 3.31 （株）ハイン 414,720
務委託

(通常点検) 4/15､ 5/10､ 6/16､
7/28､ 8/31､ 9/21､
10/27､11/29､12/22､
1/31､ 2/21､ 3/31

空調設備機器保守点検 年２回点検 28. 4. 1～29. 3.31 （株）キンケン 907,200
業務

(保守点検) 4/25､10/31
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業務名 保守・管理点検内容 期日･期間 委託先 委託金額 備 考

自家用電気工作物の保 通常点検１２回、年次点検１回 27. 4. 1～32. 3.31 (一財)関東電気保安協会 2,700,604
安業務委託

(通常点検) 4/13､ 5/24､ 6/27､
7/ 8､ 8/10､ 9/ 8､
10/19､11/15､12/ 9､
1/12､ 2/ 8､ 3/16

非常用予備発電装置負 （年次点検） 6/27
荷試験業務

多目的ホール音響設備 年１回点検 29. 3. 1 (有)群馬通信機サービス 172,800
保守点検委託

(保守点検) 3/ 1

舞台照明機器保守点検 年１回点検 27. 4. 1～30. 3.31 （株）松村電機製作所 579,960
委託

(保守点検) 9/21

舞台吊物設備保守点検 年２回点検 27. 4. 1～30. 3.31 三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ（株） 1,846,800
委託

(保守点検) 9/27､ 3/ 2

ﾛｰﾙﾊﾞｯｸﾁｪｱｽﾀﾝﾄﾞ保守点 年１回点検 28. 5.10～29. 3.31 コトブキシーティング 297,000
検業務委託 (株)

(保守点検) 9/23

鉢植木等維持管理業務 ピロティ植栽管理 28. 4. 1～29. 3.31 (株)山梅 38,880

自動扉保守点検委託 年３回点検 27. 4. 1～30. 3.31 （株）群馬ナブコ 280,800

(保守点検) 7/ 6､11/22､ 3/17

浄化槽維持管理業務､貯水 月２回 27. 4. 1～30. 3.31 ケービックス(株) 1,634,400
槽清掃及び水質検査業務

スペースシアター保守 年２回点検 27. 4. 1～30. 3.31 コニカミノルタ（株） 5,400,000
点検委託

(保守点検) 9/27､28､ 2/ 1､ 2

ハイビジョンシアター 年２回点検 27. 4. 1～30. 3.31 (一財)ＮＨＫエンジニ 2,430,000
保守点検委託 アリングサービス

(保守点検) 6/17､ 3/10

サイエンスワンダーラ 年４回点検 27. 4. 1～30. 3.31 （株）丹青社 1,069,200
ンド保守点検委託

(保守点検) 6/17､ 9/16､12/14､
3/10

まじかるステップ保守 年２回 28. 4. 1～29. 3.31 （株）エクスプローラ 150,000
点検委託契約 ーズジャパン

(保守点検) 6/17､ 1/12

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ点検 12/ 7､12

イ 備品の管理
・9/23 公用車（ファミリア）車検
・3/16 わくわく号車検

ウ 施設の管理
・ 5/10､12､13､24､27､ 6/28～30 昇降機修理
・ 5/14 １階男子トイレ洗面台修理
・ 5/25 事務室ブラインド修理
・ 5/27 スペースシアター空調機修理
・ 6/27 非常用予備発電機負荷試験、受変電設備内清掃
・ 6/30以降 エレベーター 運用中止
・ 7/20､29 階段おどり場及び２階通路･多目的ホール照明機器交換
・ 8/17 ウォータークーラー修理
・10/12 消防設備修繕
・10/21 シャッター修理
・10/24～25 階段昇降機設置
・12/13～3/17 多目的トイレ改修工事第１～９回全体行程会議
・12/21 職員トイレ 排気ファン修繕
・12/27､1/27､ 3/28 エレベーター更新工事第１回全体行程会議
・12/28 消防設備等自主点検
・ 1/ 6 建築課ハイビジョンシアター雨漏り現地調査
・ 1/16 空調機修繕
・ 1/17 館内テレビ用ブースター修繕
・ 1/21 外壁箱文字上部隙間資材注入
・ 2/17､28 事務室、１階非常口、機械室鍵交換工事
・ 3/ 1 スペースシアター床一部張り替え・扉修理、工具室扉修理、展示室壁面一部クロス張り替え
・ 3/ 2 プラネタリウム映像用ＰＣを予備機と交換
・ 3/ 6 スペースシアターコンピューター室空調機入替工事、ハイビジョンシアター機械室壁面修理
・ 3/ 8 サイエンスワンダーランド 虹のキャンバス 分銅交換
・ 3/21 スペースシアター椅子一部張り替え､研修室・事務室網戸交換､多目的ホール外階段扉改修工事
・ 3/23 保健室水道栓交換
・ 3/24 プラネタリウム方位電点センサー用定電圧電源修理
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Ⅱ 児童会館の利用状況

入館者数及び各室別利用者数 別紙１、２のとおり

Ⅲ 使用料及び観覧料の収納状況 別紙３、４のとおり

Ⅳ 重要な契約に関する事項

（１）契約事項

契 約 の 名 称 契 約 年 月 日 契約の 契 約 金 額 契約 契 約 の 概 要
相手方 期間

ぐんまこどもの国児童会館の管理 平成27年 4月 1日 群馬県 759,500,000円 ５年 指定管理者としてぐんまこどもの
及び運営に関する基本協定書 国児童会館の管理及び運営を５年

間実施する上での基本項目の協定

ぐんまこどもの国児童会館の管理 平成28年 4月 1日 群馬県 150,500,000円 １年 指定管理業務等の平成２８年度に
及び運営に関する年度協定書 おける管理及び運営業務の協定

（２）受託事業

事 業 名 内 容 期日･期間 利用(参加)者数

児童福祉週間啓発行事実施業務委託 契約期間 4/19～ 5/23 －
（企画事業参照）

児童福祉週間 標語の掲示 4/29～ 5/11 －

オリジナルこいのぼりの作成・掲揚 4/29～ 5/11 2,106人

児童福祉・子育て支援策パネル展示 4/29～ 5/11 来場 4,842人
ｱﾝｹｰﾄ 500件

児童向け遊び企画の実施 5/ 8 950人

乳幼児向け遊び企画の実施 4/29 556人

Ⅴ 職員に関する事項（平成29年3月31日現在）

職 名 等 氏 名 就 任 年 月 日 担当事務

事務局長 貝 原 日出夫 平成27年 7月 1日 館長兼務、人事､労務管理、理事会評議員会､
定款規程整備､支出命令決定､他団体との連絡調整

総務企画課長 小 磯 三智子 平成28年 4月 1日 課総括、総務TL兼務、給与、福利厚生、旅費、
出納員、施設管理、指定管理事務等

育成支援課長 長 谷 由佳里 平成28年 4月 1日 課総括、活動促進TL兼務、勤務ﾛｰﾃｰｼｮﾝ、2種臨時職
員雇用、事業報告書

指導員(うち契約職員) １５名（９名）

補助員 ４名

Ⅵ 役員等に関する事項

（１）理事会

区 分 開 催 期 日 出席者数 議 事 事 項 審議結果

第20回 平成28年 4月12日 〈決議事項〉 決議があっ
(臨時) 第１号 職員給与規程の一部変更の件 たものとみ

第２号 評議員１名の選任の件 なされた

第21回 平成28年 6月 7日 理事８名 〈報告事項〉
(定時) 監事２名 第１号 職務執行状況の報告について

〈決議事項〉 原案承認
第１号 専決事項の承認について

１ 特定費用準備資金の設定について
(1) 900万人達成記念事業資金
(2) 修繕費用準備資金
２ 平成28年度収支補正予算について
(1) 900万人達成記念事業資金の取り崩し
(2) 児童福祉週間啓発行事事務受託

第２号 平成27年度事業報告の承認について
第３号 平成27年度収支決算の承認について
第４号 定時評議員会招集及び提出議案の承認について
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区 分 開 催 期 日 出席者数 議 事 事 項 審議結果

第22回 平成28年 6月28日 〈決議事項〉 決議があっ
(臨時) 第１号 代表理事(理事長、副理事長)の選定及び常務理事 たものとみ

の選任の件 なされた

第23回 平成29年 1月15日 〈決議事項〉 決議があっ
(臨時) 第１号 理事１名の選任の件 たものとみ

なされた

第24回 平成29年 2月 2日 〈決議事項〉 決議があっ
(臨時) 第１号 代表理事（副理事長）の選任の件 たものとみ

なされた

第25回 平成29年 3月 2日 理事６名 〈報告事項〉
(定時) 監事２名 第１号 職務執行状況の報告について

〈決議事項〉 原案承認
第１号 ぐんまこどもの国児童会館の管理及び運営に関す

る平成29年度協定書の締結の承認について
第２号 平成29年度公益財団法人群馬県児童健全育成事業団

基本財産の運用に関する方針の変更の承認について
第３号 職員給与規程の変更の承認について
第４号 平成29年度職員等に対する期末・勤勉手当等の支

給の承認について
第５号 平成29年度事業計画書(案)及び同収支予算書(案)

の承認について
第６号 臨時評議員会招集及び提出議案の承認について

（２）評議員会

区 分 開 催 期 日 出席者数 議 事 事 項 審議結果

第17回 平成28年 4月21日 〈決議事項〉 決議があっ
（臨時） 第１号 職員給与規程の一部変更の件 たものとみ

第２号 評議員１名の選任の件 なされた

第18回 平成28年 6月23日 評議員３名 〈報告事項〉
(定時) 監事２名 第１号 職務執行状況について

第２号 平成27年度事業報告について
〈決議事項〉 原案承認
第１号 専決事項の承認について

１ 特定費用準備資金の設定について
(1) 900万人達成記念事業資金
(2) 修繕費用準備資金
２ 平成28年度収支補正予算について
(1) 900万人達成記念事業資金の取り崩し
(2) 児童福祉週間啓発行事事務受託

第２号 平成27年度収支決算の承認について
第３号 役員の選任の承認について

第19回 平成29年 1月25日 〈決議事項〉 決議があっ
（臨時） 第１号 理事１名の選任の件 たものとみ

なされた

第20回 平成29年 3月24日 評議員４名 〈報告事項〉
(臨時) 監事１名 第１号 職務執行状況の報告について

第２号 平成29年度職員に対する期末・勤勉手当の支給に
ついて

〈決議事項〉 原案承認
第１号 ぐんまこどもの国児童会館の管理及び運営に関す

る平成29年度協定書の締結の承認について
第２号 職員給与規程の変更の承認について
第３号 平成29年度常勤の理事に対する特別手当の支給の承

認について
第４号 平成29年度事業計画書(案)及び同収支予算書(案)の

承認について

Ⅶ 許可、認可、承認等に関する事項

該当なし
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Ⅷ 役員等に関する事項

（１）理事(平成29年度 3月31日現在)

役 職 名 氏 名 常勤･非常勤

代表理事 小 出 省 司 非常勤
(理 事 長) 任期は、平成28年 6月24日から２年以内に終了する事業年度

のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

代表理事 小 澤 義 孝 非常勤
(副理事長)

常務理事 貝 原 日出夫 常勤

理 事 原 徳 明 非常勤

〃 小 林 昭 紀 非常勤

〃 仲 野 尚 美 非常勤

〃 佐 藤 憲 秀 非常勤

〃 高 橋 知 非常勤

（２）監事(平成29年度 3月31日現在)

役 職 名 氏 名 常勤･非常勤

監 事 藤 岡 武 非常勤 任期は、平成28年 6月24日から２年以内に終了する事業年度

のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

〃 宮 下 曻 三 非常勤

（３）評議員(平成29年度 3月31日現在)

役 職 名 氏 名 常勤･非常勤

評 議 員 松 井 和 夫 非常勤 任期は、平成26年 6月25日から４年以内に終了する事業年度

のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

〃 福 田 芳 美 非常勤

〃 山 後 秀 明 非常勤

〃 岩 村 隆 志 非常勤

〃 齋 藤 保 義 非常勤

（４）退任した役員等

氏 名 退任時の地位 退 任 日 理 由 等

梅 澤 朋 子 代表理事 平成29年 2月 2日 一身上の都合により辞任

副理事長


