
２０１７年

1月

日 月 火 水 木 金 土      今月のクラブ     今月のクラブ     今月のクラブ     今月のクラブ        

1 2 3 4 5 6 7
日 曜 クラブ名 時　間

おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ 卓球クラブ 9：30～11：30

１０：００～１１：４５ 図画工作クラブ　１０：００～１２：００ 図画工作クラブ 10：00～12：00

 昔あそびと七草がゆ　１３：３０～１５：３０ 11 水 わくわくクラブ 14：15～15：15

 12 木 幼児クラブ（すみれ） 10：00～11：30

8 9 10 11 12 13 14

折紙＆アルバムクラブ 10：00～11：45

なかよしタイム 幼児クラブ（すみれ） おもちゃばこ＆えほん 折紙＆アルバムクラブ　１０：００～１１：４５
アートクラブ 13：30～15：00

１０：３０～１１：００ １０：００～１１：３０ １０：００～１１：４５ 　めるへん文庫　１０：００～１２：００ 15 日 おもしろ生活クラブ 10：00～12：00

わくわくクラブ　 アートクラブ　１３：３０～１５：００ 18 水 簡単クッキングクラブ（りんご） 14：15～15：30

１４：１５～１５：１５ 一輪車教室　１５：００～１６：００ 19 木 幼児クラブ（さくら） 10：00～11：３0

15 16 17 18 19 20 21
21 土 卓球クラブ 9：30～11：30

おもしろ生活クラブ おもちゃばこ＆ダンス
 かんたんクッキングクラブ　　（りんご）

幼児クラブ（さくら） おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ 25 水
簡単クッキングクラブ（みかん） 14：15～15：30

１０：００～１２：００ １０：００～１１：４５ １４：１５～１５：３０ １０：００～１１：３０ １０：００～１１：４５ 卓球大会１４：００～ 幼児クラブ（すみれ） 10：00～11：00

※とんどまつり おもちゃバンク 昔あそびタイム１５：００～ 幼児クラブ（さくら） 11：10～12：10

１１：００～１２：００ １０：００～１１：４５ 28 土 手芸クラブ 13：30～15：30

22 23 24 25 26 27 28
29 日 クッキングクラブ(奇） 10：00～12：00

※2分の１成人式 おもちゃばこ＆ダンス 手づくりタイム　 幼児クラブ（すみれ） おもちゃばこ＆えほん 手芸クラブ  １３：３０～１５：３０

１０：００～１２：００ １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５

子育て相談(クムレ）
 かんたんクッキングクラブ　　（みかん）

幼児クラブ（さくら）

１０：３０～１１：３０ １４：１５～１５：３０ １１：１０～１２：１０

29 30 31

クッキングクラブ（奇） おもちゃばこ＆ダンス

１０：００～１２：００ １０：００～１１：４５

出前キッズinぴよぴよクラブ

１０：００～１１：３０

「マスク作り」　　　　　　　　　　　《裁縫セット・お茶》

休

館

日

「コーヒーチキン他」　　　　　《エプロン・マスク・三角巾・ふきん・お茶》

休

館

日

「たこやき」　　　　　　　　　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

26 木 「わらべうたであそぼう」　　　　　《動きやすい服で。お茶・手ふき》

　　こじまじどうかんだより

休

館

日

  　　 児島児童館

今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ

内容・持ち物　等

 

〒７１１－０９１１

　ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

「お正月あそび」　　　　　　　　　　《お茶》

「お正月あそび」　　　　　　　　　　《お茶》

14 土

「たこやき」　　　　　　　　　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「とんどまつり」《お飾り・おもち１～2個・おわん・お茶・おはし・軍手・お飾り・書初め（ある人）》

休

館

日

　あけましておめでとうございます。今年も笑顔いっぱいの毎日になるよう、過ごしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。児童館では、この時期ならではのお正月あそびもたくさん用意してみんなを待っているよ！

児島小川２－２－１６児島小川２－２－１６児島小川２－２－１６児島小川２－２－１６

ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４

「おもしろこま作り」　　　　　　　　《汚れてもよい服装・お茶・手ふき》

「伝承あそびのおもちゃ作り」　　《手ふき・筆記用具・ハサミ・マジック・のり》

講師：西中眞一さん　　　　　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

講師：西中眞一さん　　　　　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

休

館

日

休

館

日

休

館

日

休

館

日

7 土

《開館時間》午前９時～午後５時１５分《開館時間》午前９時～午後５時１５分《開館時間》午前９時～午後５時１５分《開館時間》午前９時～午後５時１５分

「季節の折紙」　　　　　　　　　　　《のり・手ふき・お茶》

「鳥になろう」　　　　　　　　　　　　《のり・色鉛筆かクーピー・手ふき・お茶・鉛筆》

一輪車教室

１４日(土）

１５：００～１６：００

自分の目標をたてて練習を

がんばろう！

持ち物：お茶・帽子

ある人は一輪車

どなたでも（幼児は親子で）

卓球大会卓球大会卓球大会卓球大会

２１日（土）

１４：００～

小学4年生以上。

当日受付

手づくりタイム

２５日(水）

１０：３０～１１：００

身近な素材でかんたん

玩具作り。

参加費： 無料

先着10組、当日受付

なかよしタイム

１１日(水）

１０：３０～１１：００

親子で楽しめるわらべうたや

ふれあいあそびなど。

当日受付

子育て相談

２４日(火）

１０：３０～１１：３０

相談支援員 来館。

当日受付

２月の予定２月の予定２月の予定２月の予定

３日（金） おもちゃばこ豆まき会

７日（火） おもちゃバンク

８日（水） なかよしタイム

１８日（土） オセロ大会

１８日（土） 昔あそびタイム

２１日（火） 出前キッズinわくわく広場

２２日（水） 手づくりタイム

２６日（日） 出前キッズin三白市

※※※※のしるしのあるものは，事前に申し込みが必要です。一ヶ月前から受け付け

ます。本人または保護者の方が，参加費をそえて，直接児童館に来館の上，

お申し込みください。２週間前からは本人，ご家族でなくても申し込みができま

す。

≪休館日≫ 1（祝）～３日(火） ９日(祝） 1０日（火）

１６日（月） ２３日（月） ３０日（月）

おもちゃバンク

１７日(火）

１０：００～１１：４５

使わなくなったおもちゃを児童

館で頂いています。そのおも

ちゃを欲しい方に差し上げて

います。

当日受付

昔遊びと七草がゆ

７日(土）１３：３０～１５：３０

かるた、福笑い、けん玉、お手玉などで

遊んでみよう！

先着60名に「七草がゆ」のふるまいが

あるよ。

当日受付 参加費無料

対象：どなたでも

昔あそびタイム昔あそびタイム昔あそびタイム昔あそびタイム

２１日（土）

１５：００～

どなたでも

色々な昔あそびをみんなで楽しもう！

今月は、けん玉と百人一首です。

当日受付

とんどまつり

１５日(日）１１：００～１２：００

おもしろ生活クラブのみんなと、お飾りや書き初めのお焚き上げをし

て、今年一年の無事をお祈りしませんか？

お焚き上げの火で焼いたおもちをぜんざいに入れて食べます。

持ち物：おもち（1～2個）・おわん・お茶・軍手・おはし（スプーン）・

ある人はお飾り・書初め

対象：どなたでも（幼児は親子で）70人

要申し込み

2分の１成人式

２２日(日）１０：００～１２：００

20歳のちょうど半分のお祝いの会です。

演奏を聴いたり、記念カードをつくったりして

楽しい時間を過ごしましょう。

要申し込み

参加費：無料

対象：小学4年生25人


