
２０１7年

4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
日 曜 クラブ名 時　間

卓球クラブ　９：３０～１１：３０ 卓球クラブ 9：30～11：30

らんらんクラブ　１３：３０～１５：００
らんRUNクラブ 13：30～15：00

 5 水 にこにこクラブ 14：15～15：15

2 3 4 5 6 7 8

6 木

幼児クラブ（すみれ）

さんさんクラブ合同

10：00～11：00

おもちゃばこ＆ダンス にこにこクラブ　 幼児クラブ（すみれ） おもちゃばこ＆えほん
折紙クラブ（１・２年）１０：００～１０：５０

折紙クラブ（１・２年） 10:00～10:50

おもちゃバンク
１４：１５～１５：１５ さんさんクラブ（合同） １０：００～１１：４５ めるへん文庫１０：５０ 折紙クラブ（３年以上） 11:00～12:00

１０：００～１１：４５ １０：００～１１：００ 折紙クラブ（３年以上）１１：００～１２：００
アートクラブ 13：30～15：30

昔あそびタイム 　　アートクラブ　１３：３０～
12 水 わくわくクラブ 14：15～15：30

１５：００～ 一輪車教室　１５：００～１６：００ 卓球クラブ 9：30～11：30

9 10 11 12 13 14 15
おもしろ生活クラブ 10：00～

おもちゃばこ＆ダンス なかよしタイム おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ クッキングクラブ（偶） 14：15～15：30

１０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：４５ おもしろ生活クラブ１０：００～１２：００　
手芸クラブ 13：30～15：30

わくわくクラブ　 オセロ大会　　１４：００～ 19 水
簡単クッキングクラブ（りんご） 14：15～15：30

１４：１５～１５：１５ 昔あそびタイム　１５：００～ 26 水
簡単クッキングクラブ（みかん） 14：15～15：30

16 17 18 19 20 21
22 27 木 幼児クラブ（すみれ） 10：00～11：00

クッキングクラブ（偶） おもちゃばこ＆ダンス
 かんたんクッキングクラブ　　（りんご）

おもちゃばこ＆えほん 倉敷っ子フェスティバル

１０：００～１２：００ １０：００～１１：４５ １４：１５～１５：３０ １０：００～１１：４５ 前日準備

手芸クラブ 

 １３：３０～１５：３０

23 24 25 26 27 28 29

倉敷っ子フェスティバル 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

１０：００～１３：３０ 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）

１０：３０～１１：３０ １４：１５～１５：３０

30

フェスティバル終了後

閉館

休

館

日

「ホットケーキ　」　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「小麦粉ねんど」　　《　汚れてもいい服装で・ナイロン袋・ハンカチ・お茶　》

休

館

日

休

館

日

休

館

日

「たけのこ堀り」　　　※詳しくはお手紙でお知らせしています。　

「ネームプレート　　」　　　　《裁縫セット　》

「　　お楽しみに　　」　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

日

「ホットケーキ　」　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「　　ひらひらちょうちょ　　　」　　《　お茶・手ふき　　》

「　　基本折り　　　」　　　　《　　お茶・手ふき　　　　　》

　　講師：西中眞一さん　　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

　　こじまじどうかんだより

  　　 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

　　　　《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

 

〒７１１－０９１１

　ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

　桜の花が咲きはじめ，春の訪れを感じるころになりました。新しい友達や新しい環境での生活にどきどきわくわくの4月！

どんな楽しいことがまっているかな？児童館も，元気いっぱいのみんなが遊びに来てくれるのをたのしみにしているよ❤

「はじめましての会　　保護者会」　≪お茶・上ぐつ≫

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

「はじめましての会」　　　《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》

パステル「カメレオン～絵本より～」　《　筆記用具・パステル（ある人は）クレパスｏｒ色鉛筆　　　　　　》

「はじめましての会」　 ≪上ぐつ（必要な人）・お茶・汗ふき≫ 　※クラブ活動についての説

明をします。保護者の方も最初の５分間ご参加ください。

「　　基本折り　　　」　　　　《　　お茶・手ふき　　　　　》

休

館

日

土8

1 土

16

15 土

一輪車教室

８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）

当日受付

○オセロ大会●○オセロ大会●○オセロ大会●○オセロ大会●

１５日（土）

１４：００～

どなたでも

（ルールの分かる人・

幼児は 親子で）

当日受付

手づくりタイム

２６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

倉敷っ子フェスティバル終了後は閉館になり

ますので，ご了承ください。

なかよしタイム

１２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

２５日(火）

１０：３０～１１：３０

相談支援員 来館。

当日受付

５月の予定５月の予定５月の予定５月の予定

５日（木）わかばの集い

９日（火）おもちゃバンク

１０日（水）なかよしタイム

１３日（土）一輪車教室

１４日（日）お花のプレゼント作り

２０日（土）卓球大会

２１日（日）いちご大福を作ろう

２３日（火）子育て相談

２８日（日）出前キッズ号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≫ ３日(月） １０日(月）

１７日(月） ２４日（月） ２９日（祝）

3月☆卓球大会結果表☆おめでとうございます！

小学生の部 中学生の部

１位 道久海斗さん （児島小５年） １位 白神 克さん（児島中１年）

２位 石井麻衣さん（味野小５年） ２位 宇川 遥登さん（児島中１年）

おもちゃバンク

４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。

倉敷っ子フェスティバル倉敷っ子フェスティバル倉敷っ子フェスティバル倉敷っ子フェスティバル

２３日（日）１０：００～１３：３０２３日（日）１０：００～１３：３０２３日（日）１０：００～１３：３０２３日（日）１０：００～１３：３０

当日受付 雨天決行

●児島中学校吹奏楽部演奏

●倉敷市立短期大学

子どもの劇場人形劇

●ふわふわドーム

●ボールプール

●段ボール迷路

●科学あそび

●わたがしプレゼント

●オリジナルアルバム作り

●イライラ棒

●食べ物バザーコーナー

●チャレンジコーナー

（わりばしダーツ・魚つりなど）

●フィナーレ「呼松太鼓」

●お楽しみ抽選会

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

４（火） １５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！

当日受付





身近な素材でかんたん玩具作り。


