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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
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 2 土 卓球クラブ 9：30～11：30

１０：００～１１：４５ 6 水 にこにこクラブ 14：15～15：15

 折紙クラブ(１・２年生） 10：00～10:50

 折紙クラブ(３年～） 11：00～12：00

3 4 5 6 7 8 9
アートクラブ 13：30～15：00

ミュージックカラーズ おもちゃばこ＆ダンス にこにこクラブ　 えほんのひろば おもちゃばこ＆えほん 折紙クラブ （１・２年生）１０：００～１０：５０ 13 水 わくわくクラブ 14：15～15：15

10:30～ １０：００～１１：４５ １４：１５～１５：１５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：４５ めるへん文庫　１０：５０～１１：００ 14 木 幼児クラブ（すみれ組） 10：00～11：00

カプラであそぼう おもちゃバンク 折紙クラブ （３年生～）１１：００～１２：００ 卓球クラブ 9：30～11：30

13:３０～15:00 １０：００～１１：４５ アートクラブ　１３：３０～１５：００ おもしろ生活クラブ 10：00～12：00 「カプラワークショップ」　《お茶》

一輪車教室　１５：００～１６：００ 20 水
簡単クッキングクラブ（りんご・みかん合同）

14：15～15：30

10 11 12 13 14 15 16
幼児クラブ（すみれ組） 10：00～11：00

※クリスマス会 おもちゃばこ＆ダンス

なかよしタイム

１０：３０～１１：００

幼児クラブ（すみれ） おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ さんさんクラブ 14：30～15：30

１０：００～１１：３０ １０：００～１１：４５

クリスマスコンサート

１１：００～１１：５０

１０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ おもしろ生活クラブ　10:00～12:00 24 日 クッキングクラブ(偶） 10：00～12：00

昔あそびタイム ことばの相談 わくわくクラブ オセロ大会　１４：００～　

１４：００～１５：００ １０：３０～１１：３０ １４：１５～１５：１５ 将棋入門１５：００～１６：００

17 18 19 20 21 22 23

※手打ちうどん作り 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

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

※クリスマスプチフラ

ワーアレンジメント

出前キッズ号inラッコの会

簡単クッキングクラブ

（りんご・みかん合同）

さんさんクラブ ゆず茶のふるまい

１３：３０～１４：３０ １０：００～１１：００ １４：１５～１５：３０ １４:３０～１５：３０ 　　　１１：４５～

24 25 26 27 28 29 30

クッキングクラブ（偶） おもちゃばこ＆ダンス ぴかぴか大そうじ

１０：００～１２：００ １０：００～１１：４５ 10:00～11:00

昔あそびタイム

子育て相談（クムレ）

１０：３０～１１：３０

14:00～15:00

こまであそぼう

14:00～15:30
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〒７１１－０９１１

  　　 児島児童館

内容・持ち物　等

今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ

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

　　こじまじどうかんだより

休

館

日

「ミートソースとポテトの重ね焼き他」《エプロン・マスク・三角巾・ふきん・お茶》

「クッキング」　　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき》

「クリスマスクッキング」　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「おたのしみ会」　　　　　　　《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「干支の飾りづくり　」　　　　《汚れてもよい服装で・お茶・手ふき》

「心のおそうじ新しい扉　」　《パステル》汚れてもよい服装で

休

館

日

休

館

日

休

館

日

16 土

休

館

日

休

館

日

休

館

日

　　《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

「クリスマスリース」　　　　　　　　《のり・ハンカチ・お茶》

講師：西中眞一さん　　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

9 土

講師：西中眞一さん　　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

「クッキング」　　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき》

「クリスマスリース」　　　　　　　　《のり・ハンカチ・お茶》

「フルーツバスケット他  」　　　　　　《お茶・汗ふきタオル・上履き》

木21

一輪車教室

９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）

手づくりタイム

20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

なかよしタイム

13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

26日(火）

１０：３０～１１：３０

相談支援員 来館。

当日受付

※※※※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。

おもちゃバンク

5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

10・２４（日）

１４：００～１５：００

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

今年も残すところ１か月となりました。街では、イルミネーションが輝きウキウキしています。今月も、児童館では楽しい行事を用

意してみんなが遊びに来てくれるのを待っています。

ぴかぴか大そうじ

２７日（水）１０：００～１１：００

どなたでも

要申込み・当日受付可

２０１７年の１年間、楽しく過ごした児童

館をぴかぴかに掃除して、

新しい年を迎えよう。

大掃除の後はみんなで茶話会をします。

将棋入門

１６日（土) １５：００～

将棋に興味がある人集まれ！

やさしく手ほどきしてくれる、

先輩棋士の方が来てくれます。

要申し込み・当日受付可

クリスマス会

１０日(日）１０：００～１１：３０

「とらまる人形劇団」さんによる人形劇

の楽しいお話があるよ。

サンタさんも来てくれるといいね！

要申し込み

参加費５０円

対象：どなたでも１００組

（幼児は親子で）

クリスマスプチフラワー

アレンジメント

１７日（日）１３：３０～１４：３０

クリスマスはフラワーアレンジメン

トで素敵にお部屋を飾りませんか。

要申込み 参加費：５００円

対 象 どなたでも １５名

（幼児は親子で）

持ち物 花を切る用のはさみ

水切りのボウル

１月の予定１月の予定１月の予定１月の予定

６日（土）昔あそびと七草がゆ

10日（水）なかよしタイム

13日（土）一輪車教室

14日（日）とんどまつり

16日（火） おもちゃバンク

18日（木）３さいひろば

20日（土）卓球大会

21日（日）２分の１成人式

23日（火）子育て相談

24日（水）手づくりタイム

１１月卓球大会結果表１１月卓球大会結果表１１月卓球大会結果表１１月卓球大会結果表

○●♥おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！♥

小学生の部

１位 藤田 惺凪 くん

（赤崎小４年）

２位 竹内 泰蔵くん

（葦高５小年）

３位 木下大也くん

（琴西小４年）

中学生の部

１位 兒玉 卓実くん

（琴浦中１年）

２位 面田俊輔くん

（琴浦中１年）

○オセロ大会●

１６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

えほんのひろば

7日(木）

１０：３０～１１：００

季節や様々な年齢に合った絵

本の読み聞かせ。

参加費： 無料

当日受付

手打ちうどん作り

１７日（日） １０：００～１２：３０

小学生 ２５名

要予約

参加費 １５０円

持ち物：エプロン・三角巾

ふきん・はし・おわん

少年自然の家の先生と手打ちうど

んを一緒に作って食べよう！

クリスマスコンサート

１３日（水）１１：００～１１：３０

市立短大のみなさんによる楽しい

コンサートです。

当日受付

参加費 無料
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