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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 3 4 5 6
日 曜 クラブ名 時　間

えほんのひろば 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

１０：３０～１１：００ １０：００～１１：４５ 昔あそびと七草がゆ　１０：００～１１：３０ らんらんクラブ 13：30～15：00

 らんらんクラブ　１３：３０～１５：００ 10 水 わくわくクラブ 14：15～15：15

 11 木 幼児クラブ 10：00～11：00

7 8 9 10 11 12 13

折紙クラブ(１・２年生） 10：00～10:50

なかよしタイム 幼児クラブ（すみれ） おもちゃばこ＆えほん 折紙クラブ （１・２年生）１０：００～１０：50 折紙クラブ(３年～） 11：00～12：00

１０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ めるへん文庫　１０：５０～１１：００ アートクラブ 13：30～15：00

わくわくクラブ 折紙クラブ （３年生～）１１：００～１２：００ 14 日 おもしろ生活クラブ 10：00～12：00 「とんどまつりに参加」　　《詳しくは児童館へ》

１４：１５～１５：１５ アートクラブ　１３：３０～１５：００ 17 水 簡単クッキングクラブ（りんご） 14：15～15：30

一輪車教室　１５：００～１６：００ 18 木 さんさんクラブ 14：30～15：30

14 15 16 17 18 19 20
20 土 卓球クラブ 9：30～11：30

※とんどまつり おもちゃばこ＆ダンス

簡単クッキングクラブ

（りんご）

３さいひろば おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ 24 水
簡単クッキングクラブ（みかん） 14：15～15：30

１１：００～１２：００ １０：００～１１：４５ １４：１５～１５：３０ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：４５ 卓球大会　　１４：００～ 25 木 幼児クラブ 10：00～11：00

おもしろ生活クラブ おもちゃバンク さんさんクラブ 将棋入門　　１５：００～ 27 土 手芸クラブ 13：30～15：30

１０：００～１２：００ １０：００～１１：４５ １４:３０～１５：３０ 28 日 クッキングクラブ(奇） 10：00～12：00

21 22 23 24 25 26 27

※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）

簡単クッキングクラブ

（みかん）

１０：３０～１１：３０ １４：１５～１５：３０

28 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

 

〒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

　ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

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　　《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

　　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》

「羊毛フェルト」　　　　　　　《裁縫セット・手ふき・お茶》

「わらべうたであそぼう」《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「おもちピザ」　　　　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・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》

「お正月あそび」　　　　《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「おもちピザ」　　　　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「2018年の干支、犬を描く」《パステル・あれば犬の写真・汚れてもよい服装で》

「お正月の折紙」　　　　　　《のり・ハンカチ・お茶》

「お正月あそび」　　　　　《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「昔あそび」　　　　　　　　　《動きやすい服装・お茶・タオル》
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「お正月の折紙」　　　　　　《のり・ハンカチ・お茶》
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6 土

「凧作り」　　　　　　　　　　　《お茶・汗ふきタオル・上履き・防寒着》

一輪車教室

１３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

２４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

１０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

２３(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

１６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。

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、児島児童館をどうぞよろし

くお願いします。乾燥している季節なので、体調管理に気を配りながら元気にお正月遊びをして過ごしましょう。

昔あそびと七草がゆ

６日（土）

１０：００～１１：３０

凧揚げ、かるた、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

２分の１成人式

２１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

とんどまつり

１４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１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・はし（スプーン）・お茶・軍手

※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

参加費：無料

２２２２月の予定月の予定月の予定月の予定

2日（金） おもちゃばこ＆豆まき会

6日（火） おもちゃバンク

11日(祝） 出前キッズ号㏌こどもまつり

14日（水）なかよしタイム

15日（木）３さいひろば

17日（土）オセロ大会

18日（日）おもちゃの病院

20日（火）出前キッズ号㏌わくわく広場

25日（日）出前キッズ号㏌三白市

27日（火）子育て相談

28日（水）手作りタイム

１２月オセロ大会結果表１２月オセロ大会結果表１２月オセロ大会結果表１２月オセロ大会結果表○●

♥おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！♥

小・中学生の部

１位 小川 遼馬くん （児島小３年）

２位 小島 菜々美さん（就実中１年）

３位 道久 海斗くん （児島小６年）

３さいひろば

１８日(木）

１０：３０～１１：００

３歳前後の幼児親子を中心に、

ふれあい遊びやパネルシアターな

ど。

参加費： 無料、当日受付

えほんのひろば

４日（木）

１０：３０～１１：００

季節や様々な年齢に合った絵

本の読み聞かせをします。

参加費：無料

当日受付

卓球大会

２０日(土）

１４：００～

対象：小学４年生以上

当日受付

将棋入門

２０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


