
2017年

2月

日 月 火 水 木 金 土

  1 2 3 4
日 曜 クラブ名 時　間

にこにこクラブ 幼児クラブ(さくら） 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ 1 水 にこにこクラブ 14：15～15：15

１４：１５～１５：１５ １０：００～１１：３０ 図画工作クラブ　１０：００～１２：００
2 木 幼児クラブ（さくら） 10：00～11：30

 　 １０：００～１１：３０ らんＲＵＮクラブ　１３:３０～１５：００
卓球クラブ 　9：30～11：30

5 6 7 8 9 10 11
図画工作クラブ 10：00～12：00

　 おもちゃばこ＆ダンス なかよしタイム 幼児クラブ(すみれ） おもちゃばこ＆えほん らんRUNクラブ 13：30～15：00

　 １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：３０ １０：００～１１：４５ 8 水 わくわくクラブ 14：15～15：15

　 おもちゃバンク わくわくクラブ 　 9 木 幼児クラブ（すみれ） 10：00～11：30

１０：００～１１：４５ １４：１５～１５：１５ 　 12 土 アートクラブ 13：30～15：00

12 13 14 15 16 17 18
15 水 簡単クッキングクラブ（りんご） 14：15～15：30

アートクラブ 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 16 木 幼児クラブ（さくら） 10：00～11：30

１３：３０～１５：００ １０：００～１１：４５ １４：１５～１５：３０ １０：００～１１：３０ １０：００～１１：４５ おもしろ生活クラブ　9:50～12:00　
卓球クラブ 　9：30～11：30

　 　 オセロ大会　１４：００～ おもしろ生活クラブ 9：50～12：00

　 　

昔あそびタイム　   15:00～

16:00

22 水 簡単クッキングクラブ（みかん） 14：15～15：30

19 20 21 22 23 24 25
23 木 幼児クラブ（すみれ） 10：00～11：30

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 クッキングクラブ（偶） クッキングクラブ(偶） 10：00～12：00

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

出前キッズ号in児島憩の家

かんたんクッキングクラブ

（みかん）

手芸クラブ

１０：１５～１１：１５ １４：１５～１５：３０ １３：３０～１５：３０

26 27 28 　 　 　

出前キッズ号in三白市 おもちゃばこ＆ダンス 　 　 　

９：００～１５：００ １０：００～１１：４５ 　 　 　

子育て相談（クムレ） 　

１０：３０～１１：３０ 　

「グラタン」　　《エプロン・マスク・三角巾・手ふき・お茶》

 

休

館

日

 

※おもちゃばこ

豆まき会

「版画」　《筆記用具・はさみ・のり・手ふき》

「新聞紙であそぼう」　《手ふき・お茶》

「とばしてあそぼう」　《手ふき・お茶》

4

「ひよこを安心させてあげよう」　《筆記用具・はさみ・のり・手ふき・お茶》

　　こじまじどうかんだより

　まだまだ寒い日が続いていますが，かぜなどひいていませんか？寒くても，児童館の周りの木々は芽を少しずつふくらま

せ，すぐ近くに来ている春をまっているかのようですね。今月も，楽しい行事をたくさん用意しています。お友だちと一緒に

遊びに来てね！

休

館

日

講師：西中　眞一さん　　《汗ふきタオル・お茶・ある人はラケット》

《休館日》　６日（月）　　１１日(祝）　１３日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《休館日》　６日（月）　　１１日(祝）　１３日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《休館日》　６日（月）　　１１日(祝）　１３日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《休館日》　６日（月）　　１１日(祝）　１３日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内容・持ち物　等

「音楽あそび」　 《上ぐつ（必要な人）・お茶》

児島児童館

　２０日(月）　　２７日（月）　　２０日(月）　　２７日（月）　　２０日(月）　　２７日（月）　　２０日(月）　　２７日（月）　 〒７１１－０９１１〒７１１－０９１１〒７１１－０９１１〒７１１－０９１１

「新聞紙であそぼう」　《手ふき・お茶》

《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 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

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

http://kgwc.or.jp/kojimaji/http://kgwc.or.jp/kojimaji/http://kgwc.or.jp/kojimaji/http://kgwc.or.jp/kojimaji/

今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ

土

「風船であそぼう」　《汗ふきタオル・お茶・シューズ(必要な人）》

「ひなまつり制作」　《手ふき・お茶》

「グラタン」　　《エプロン・マスク・三角巾・手ふき・お茶》

「ひなまつり制作」　《手ふき・お茶》

講師：西中　眞一さん　　　　　　《汗ふきタオル・お茶・ある人はラケット》

「野崎邸めぐりと塩作り体験」　　　《詳細は手紙を参照》

18 土

土

「羊毛に挑戦」　　　　　《筆記用具・はさみ・ある人は裁縫セット》

「お菓子づくり」　　《エプロン・マスク・三角巾・ふきん・お茶》

休

館

日

休

館

日

休

館

日

25

※※※※のしるしのあるものは，事前に申し込みが必要です。１ヶ月前

から受け付けます。本人または保護者の方が，料金をそえて，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，

オセロ大会オセロ大会オセロ大会オセロ大会

１８日（土） １４：００～

当日受付 どなたでも

（ルールの分かる人・幼児は親子

手づくりタイム手づくりタイム手づくりタイム手づくりタイム

２２日(水） １０：３０～１１：００

身近なものを使って，簡単なおも

ちゃづくりをします。

当日受付 先着10組

参加費：無料

なかよしタイムなかよしタイムなかよしタイムなかよしタイム

８日(水） １０：３０～１１：００

親子で楽しめるわらべうたやパネ

ルシアターなど。

当日受付 参加費：無料

子育て相談子育て相談子育て相談子育て相談

２８日(火） １０：３０～１１：３０

相談支援員来館。

３月の予定３月の予定３月の予定３月の予定

７日（火） おもちゃバンク

８日（水） なかよしタイム

１１日（土） 一輪車教室

１８日（土） 卓球大会

昔あそびタイム

１９日（日） もちつき大会

２２日（水） 手づくりタイム

２８日（火） 子育て相談

おもちゃバンク

出前キッズ号ｉｎ三白市出前キッズ号ｉｎ三白市出前キッズ号ｉｎ三白市出前キッズ号ｉｎ三白市

２６日（日） 9：00～15：00

児島７番街にチャレンジゲームや工作を出前

します。

遊びに来てね！

○○１月○○１月○○１月○○１月 卓球大会結果表○○卓球大会結果表○○卓球大会結果表○○卓球大会結果表○○

♥おめでとう！！♥♥おめでとう！！♥♥おめでとう！！♥♥おめでとう！！♥

1位位位位 白神白神白神白神 克克克克 くくくくんんんん （児島中１年）（児島中１年）（児島中１年）（児島中１年）

2位位位位 折井折井折井折井 星哉星哉星哉星哉 くんくんくんくん （児島中１年）（児島中１年）（児島中１年）（児島中１年）

3位位位位 宇川宇川宇川宇川 遥斗遥斗遥斗遥斗 くんくんくんくん （児島中１年）（児島中１年）（児島中１年）（児島中１年）

おもちゃばこ豆まき会おもちゃばこ豆まき会おもちゃばこ豆まき会おもちゃばこ豆まき会

３日（火）１０：００～11：３０

みんなの中にいるオニ，児童館にやって来

るオニをみんなで退治しよう！

要申し込み 参加費：無料

対象：幼児親子５０組

出前キッズ号ｉｎこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつり

（会場はライフパーク倉敷）

１２日（火） ９：１５～１５：００

６児童館があそびや工作の出前をします。

他にもいろいろなコーナーがあるので，遊びに

きてね。

※裏面に２９年度クラブ員募集予

定表などが印刷してあります。

おもちゃバンク

７日（火）１０：００～１１：４５

児童館で受付している家で遊

ばなくなったおもちゃを、欲しい

人に譲っています。



対象対象対象対象 定員定員定員定員 月／回数月／回数月／回数月／回数 曜日曜日曜日曜日

幼児クラブ（すみれ）幼児クラブ（すみれ）幼児クラブ（すみれ）幼児クラブ（すみれ） ２歳児親子 ２０組 ２回 第２・４木曜日 Ｈ.26.4.2～Ｈ27.4.1

３歳児親子 ２０組 ２回 第１・３木曜日 Ｈ.25.4.2～Ｈ26.4.1

さんさんクラブさんさんクラブさんさんクラブさんさんクラブ ３歳児 ２０人 １回 第３木曜日 Ｈ.25.4.2～Ｈ26.4.1

４歳児 ２０人 １回 第２水曜日 Ｈ.24.4.2～Ｈ25.4.1

４，５歳児 ２０人 １回 第１水曜日 Ｈ23.4.2～Ｈ25.4.1

５歳児 １５人 １回 第３水曜日 Ｈ23.4.2～Ｈ24.4.1

５歳児 １５人 １回 第４水曜日 Ｈ23.4.2～Ｈ24.4.1

小学生以上 ２０人 年8回 第１土曜日 Ｈ22.4.2～

小学生以上 ２０人 １回 第１土曜日 Ｈ22.4.2～

小学生以上 ２０人 １回 第２土曜日 Ｈ22.4.2～

小学４年生以上 １５人 ２回 第１・３土曜日 Ｈ19.4.2～

小学１・２年生 １５人 １回 第２土曜日 Ｈ21.4.2～Ｈ23.4.1

小学３年生以上 １５人 １回 第２土曜日 Ｈ20.4.2～

小学生以上 ３５人 年７回 第３土曜日 Ｈ22.4.2～

小学生以上 １６人 隔月１回 第４土曜日 Ｈ22.4.2～

小学生以上 １６人 隔月１回 第４土曜日 Ｈ22.4.2～

小学2年生以上 ２０人 １回 第４土曜日 Ｈ21.4.2～

※クラブの活動日は，変則的になっている場合があります。活動日を必ずご確認ください。

対象生年月日クラブ名クラブ名クラブ名クラブ名

かんたんクッキングクラブかんたんクッキングクラブかんたんクッキングクラブかんたんクッキングクラブ

(りんご）(りんご）(りんご）(りんご）

１０：００～１１：３０

１４：１５～１５：１５

１４：１５～１５：１５

時間時間時間時間

１０：００～１１：００

１０：００～１２：００

幼児クラブ（さくら）幼児クラブ（さくら）幼児クラブ（さくら）幼児クラブ（さくら）

１０：００～１２：００

１３：３０～１５：３０

１４：１５～１５：３０

１４：１５～１５：３０

１３：３０～１５：００

　９：３０～１１：３０

１１：００～１２：００

１０：００～１２：００

内容によっては～１５：００

１３：３０～１５：００

折紙クラブ（1・2年）折紙クラブ（1・2年）折紙クラブ（1・2年）折紙クラブ（1・2年） １０：００～１０：５０

わくわくクラブわくわくクラブわくわくクラブわくわくクラブ

にこにこクラブにこにこクラブにこにこクラブにこにこクラブ

　　　　　　　《平成２９年度　クラブ員募集予定》

手芸クラブ手芸クラブ手芸クラブ手芸クラブ

クッキングクラブ(偶数月）クッキングクラブ(偶数月）クッキングクラブ(偶数月）クッキングクラブ(偶数月）

おもしろ生活クラブおもしろ生活クラブおもしろ生活クラブおもしろ生活クラブ

クッキングクラブ(奇数月）クッキングクラブ(奇数月）クッキングクラブ(奇数月）クッキングクラブ(奇数月）

１４：３０～１５：３０

アルバムクラブアルバムクラブアルバムクラブアルバムクラブ １０：００～１１：３０

折紙クラブ（３年以上）折紙クラブ（３年以上）折紙クラブ（３年以上）折紙クラブ（３年以上）

かんたんクッキングクラブかんたんクッキングクラブかんたんクッキングクラブかんたんクッキングクラブ

（みかん）（みかん）（みかん）（みかん）

らんＲＵＮクラブらんＲＵＮクラブらんＲＵＮクラブらんＲＵＮクラブ

アートクラブアートクラブアートクラブアートクラブ

卓球クラブ卓球クラブ卓球クラブ卓球クラブ

平成２９年度クラブ員募集

★ 申し込み期間・・・２月１日（水）～２月２８日（火） １７時必着

★ 申し込み方法・・・児島児童館にある申込専用はがきによる申し込み。定員を超えた場合は抽選になります。

★ 詳しい募集案内，申込専用はがきは児島児童館にあります。


