
日 月 火 水 木 金 土         

  1 2 3 4 5
日 曜 クラブ名 時　間

　

おもちゃばこ＆ダンス

１０：００～１１：４５

※木工教室 カプラで遊ぼう

おもちゃばこ＆えほん

１０：００～１１：４５

アルバムクラブ 2 水 にこにこクラブ 14：15～15：15

　

おもちゃバンク

１０：００～１１：４５

１０：００～１２：００ １０：００～１１：３０

※科学あそび

１０：００～１１：３０ アルバムクラブ 10：00～11：30

　

※絵を描こう

１０：００～１２：００

にこにこクラブ ※化石入門教室 １３：３０～１５：３０ らんらんクラブ　 らんらんクラブ 13：30～15：00 「うらじゃ」　《お茶・汗ふきタオル》

こまであそぼう

１５：００～１６：００

１４：１５～１５：１５ １３：００～１５：００

けんだまであそぼう

１５：００～１６：００

　１３：３０～１５：００ おもしろ生活クラブ 9：30～12：30

6 7 8 9 10 11 12
らんらんクラブ 11：15～12：30

※ポーセラーツ

９：３０～１０：３０（幼児親子）

おもちゃばこ＆ダンス ディアボロで遊ぼう カプラで遊ぼう 　 クッキングクラブ（偶） 10：00～12：00

１０：４５～１１：４５（小学生） １０：００～１１：４５ １３：３０～１５：００ １４：００～ 　 手芸クラブ 13：30～15：30

※歌を歌おう

１３：３０～１５：００

こまであそぼう  　 　

ボードゲームであそぼう

１５：００～１６：００

１５：００～１６：００  　 　

13 14 15 16 17 18 19

ボードゲームであそぼう こまであそぼう

※トランスパレントで窓飾り

※ブリザーブドで夏リース おもちゃばこ＆えほん

※夏まつり

１０：００～１２：００

１５：００～１６：００ １５：００～１６：００ １０：００～１２：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５

おもしろ生活クラブ

９：３０～１２：３０

　 　 カプラであそぼう

将棋入門

１３：３０～１５：００

らんらんクラブ

１１：１５～１２：３０

　 １４：００～

けん玉であそぼう

１５：００～１６：００

オセロ大会　１４：００～

20 21 22 23 24 25 26

※歌を歌おう おもちゃばこ＆ダンス

※　ねん土で

スイーツマグネット

※カプラワークショップ おもちゃばこ＆えほん クッキングクラブ（偶）

１３：３０～１５：００ １０：００～１１：４５ １０：００～１２：００ １０：００～１１：３０ １０：００～１１：４５ １０：００～１２：００

ボードゲームであそぼう 子育て相談(クムレ） ディアボロで遊ぼう １３：３０～１５：００ 見え方相談１０：３０～１１：３０ 手芸クラブ

１５：００～１６：００ １０：３０～１１：３０ １３：３０～１５：００ 　

将棋入門

１３：３０～１５：００

１３：３０～１５：３０

こまであそぼう　15:00～

けん玉であそぼう

１５：００～１６：００

　

27 28 29 30 31

※歌を歌おう ※おもちゃばこ映画会 ※じどうかんカフェ ※じどうかんカフェ

１３：３０～１５：００ 幼児向け１０：３０～ １３：３０～１５：００ １３：３０～１５：００

ボードゲームであそぼう 小学生向け１３：３０～ カプラであそぼう

１５：００～１６：００ こまであそぼう　15:00～ １４：００～

休

館

日

２０１７年

8月

休

館

日

　いよいよ夏本番！児童館では、たくさんのセミが朝早くから鳴き声合戦をしています。セミは、日本に約３０種類もいるそうです。

みんなも児童館でどんなセミがいるか、探してみてね！そして児童館では８月もたくさんの行事やおもちゃを用意しています。お友

だちと元気いっぱい遊んでたくさんの思い出を作ろう！！

　　こじまじどうかんだより

休

館

日

休

館

日

休

館

日

「フエルトスイーツ」《木工用ボンド・裁縫道具・お茶》

夏まつりでうらじゃを踊ろう　 《お茶・汗ふきタオル》

26 土

土

  　　 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

「お楽しみに」　《エプロン・マスク・三角巾・ふきん・お茶》

「水あそび」 《濡れても良い服装・お茶・汗ふきタオル（必要な人は着替え・タオル》

　　　　《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

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

 

〒７１１－０９１１

　ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

《カラーペン・はさみ・スティックのり・写真２～３枚・手ふき・筆記用具》

5

夏を楽しもう！のお店のお手伝い。詳細は，手紙を参照。

19 土

オセロ大会オセロ大会オセロ大会オセロ大会

１９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

子育て相談

２２日(火）

１０：３０～１１：３０

相談支援員 来館。

当日受付

科学あそび科学あそび科学あそび科学あそび

～単極モーターをつくろう！～

４日（金）１３：３０～１５：３０

要申込み 参加費 ２００円

対 象： 小学３年生以上２４人

※※※※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≫ ６日(日） １１日(祝）

１３日(日） ２０日（日） ２７日（日）

おもちゃバンク

１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

木工教室

２日（水） １０：００～１２：００

いろいろな形の木の端材や木の実をつかっ

てオリジナル作品を作ってみよう。

要申し込み 材料費：２００円

対 象：小学生以上 ５０人

持ち物：ボンド・上靴・手ふき・お茶・

作品を入れる袋か箱

ポーセラーツポーセラーツポーセラーツポーセラーツ

７日（月）

好きなシールを貼って，オリジナ

ルの食器を作ろう！

要申し込み

材料費：１０００円程度

幼児親子幼児親子幼児親子幼児親子 ２０組２０組２０組２０組

９：３０～１０：３０

小学生以上小学生以上小学生以上小学生以上 ３０人３０人３０人３０人

１０：４５～１１：４５

持ち物：手ふき・お茶

化石入門教室化石入門教室化石入門教室化石入門教室

３日（木）１３：００～１５：００

化石の標本作りをしてみよう。

要申込み 小学生以上 ２５人

参加費：１００円

持ち物：牛乳パック12個

・箱（牛乳パック縦３個横４個入る大きさ

・深さ３㎝～４㎝程度）・軍手・雑巾

カプラワークショップカプラワークショップカプラワークショップカプラワークショップ

２４日（木）

午前の部 １０：００～１１：３０

午後の部 １３：３０～１５：００

たくさんのカプラを出して遊び

ます。

色々な作品を作ってみよう！

要申し込み 参加費 無料

対象：どなたでも

（幼児は親子で）

おもちゃばこ映画会

２９日（火）２９日（火）２９日（火）２９日（火）

幼児親子幼児親子幼児親子幼児親子 １０：３０～

要申し込み 参加費無料

小学生以上小学生以上小学生以上小学生以上 １３：３０～

要申し込み 参加費無料

※上映後には，お楽しみもあるよ！

みんな来てね！！

見え方相談見え方相談見え方相談見え方相談

２５日（金）

１０：３０～１１：３０

くらしき健康福祉プラザから

視能訓練士さんがこられます。

目に関することなら何でもお

気軽にご相談ください。

当日受付

夏まつり夏まつり夏まつり夏まつり

１９日（土）１０：００～１２：００１９日（土）１０：００～１２：００１９日（土）１０：００～１２：００１９日（土）１０：００～１２：００

夏を楽しむお店や遊びを用意して待っています。夏を楽しむお店や遊びを用意して待っています。夏を楽しむお店や遊びを用意して待っています。夏を楽しむお店や遊びを用意して待っています。

お友だちを誘って，みんなで遊びに来てね！お友だちを誘って，みんなで遊びに来てね！お友だちを誘って，みんなで遊びに来てね！お友だちを誘って，みんなで遊びに来てね！

要申込み要申込み要申込み要申込み 参加費５０円参加費５０円参加費５０円参加費５０円

対象：どなたでも（幼児は親子で）対象：どなたでも（幼児は親子で）対象：どなたでも（幼児は親子で）対象：どなたでも（幼児は親子で）

持ち物：帽子、お茶持ち物：帽子、お茶持ち物：帽子、お茶持ち物：帽子、お茶

科学ショーをみたり、福祉体験もできるよ。科学ショーをみたり、福祉体験もできるよ。科学ショーをみたり、福祉体験もできるよ。科学ショーをみたり、福祉体験もできるよ。

かき氷・かんたん工作コーナーかき氷・かんたん工作コーナーかき氷・かんたん工作コーナーかき氷・かんたん工作コーナー

うらじゃ踊りをみんなで踊りましょう。うらじゃ踊りをみんなで踊りましょう。うらじゃ踊りをみんなで踊りましょう。うらじゃ踊りをみんなで踊りましょう。((((メンバー大募集！）メンバー大募集！）メンバー大募集！）メンバー大募集！）

夏まつり夏まつり夏まつり夏まつり

ボランティア募集

１９日（土）の「夏まつ

り」で，お手伝いをして

くれるボランティアを募

集します。

小学生以上でやってみ

ようと思う人は，児童

館に申し込んでね。

９月の行事予定９月の行事予定９月の行事予定９月の行事予定

５日（火）おもちゃバンク

７日（木）絵本のひろば

８日（金）子育て相談

９日（土）一輪車教室

１３日（水）なかよしタイム

１６日（土）卓球大会

２３日（祝）出前キッズ号

inキッズカーニバル

（くらしき健康福祉プラザ）

２７日（水）手づくりタイム

絵を描こう～ひまわり～

１日（木）１０：００～１２：００

ひまわりを画用紙に描いてみよう

要申込み 参加費：５０円

対象：小学生１５人

持ち物：クレパス・お茶・手ふき

◎『けん玉であそぼう』

４日・１８日・２５日（金）１５：００～

◎『こまであそぼう』

１日・８日・１５日・２２日・２９日（火）

１５：００～

◎『ボードゲームであそぼう』

７日・１４日・２１日・２８日（月）１５：００～

◎『ディアボロであそぼう』

９日・２３日（水）１３：３０～１５：００

◎『カプラであそぼう』

１０日・１７日・３１日（木）１４：００～

対 象：どなたでも

（幼児は親子で）

ブリザーブドで夏リースブリザーブドで夏リースブリザーブドで夏リースブリザーブドで夏リース

１７日（木）１０：００～１１：００

夏に飾るリースをつくりません

か？

要申込み 参加費３５０円

対 象： 小学生以上２０人

持ち物： リボン

持って帰るための箱

粘土で粘土で粘土で粘土で

スイーツマグネットスイーツマグネットスイーツマグネットスイーツマグネット

２３日（水）

１０：００～１２：００

粘土でかわいいスイーツ

を作りませんか？

要申し込み

参加費 ２００円

対 象：小学生以上２０人

じどうかんカフェ

３０日（水）・３１日（木）

１３：３０～１５：００

児童館でカフェをひらきます。

みんなでおいしいゼリーを作っ

て夏の思い出をつくりましょう。

要申し込み 参加費 無料

対 象：どなたでも

（幼児は親子で）

持ち物：エプロン・三角巾

・マスク・手ふき

両日とも ２０組

トランスパレントで

窓かざり作り

１６日（水）１０：００～１２：００

要申し込み

対 象：４歳児以上 １５人

（幼児は親子で）

参加費 ２００円

持ち物：スティックのり・ハサミ


