
開館時間 ９：００～１７：1５

休 館 日

日 曜
1 木

7 水

14 水
15 木

21 水

体験クラブ（A）

体験クラブ（B）
25 日

クッキングクラブB
29 木

【10月の予定】◆1日（土）おはなしあのね/一輪車であそぼう◆2日（日）カプラであそぼう◆5日（水）移動図書館◆13日（木）ﾖｶﾞじろうﾀｲﾑ◆14・28日（金）あそびﾀｲﾑ◆15日（土）卓球教室/ｵｾﾛ大会

◆16日（日）出前ｷｯｽﾞ号inいきいきふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ◆19日（水）歌と絵本でABC◆21日（金）なかよし運動会◆23日（日）おもちゃﾊﾞﾝｸ/ｷｯｽﾞｱﾄﾘｴ＆ﾏﾏｼｮｯﾌﾟ◆30日（日）ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨｰ

こま・けん玉教室 健康相談

10:00～11:30（３年生以上） 筆記用具・のり・赤鉛筆

2・3歳児親子クラブ（ひよこ）

28

14:45～16:00

10:00～11:45児童館は休館日

クッキングクラブB

1歳児親子クラブ

休
館
日

体験クラブあそびタイム

1歳児親子クラブ あそびタイムお月見会

25 26 29 30

歌と絵本でABC
15:00～15:50

出前キッズ号in
キッズカーニバル

休
館
日

（くらしき健康福祉プラザ）

19 20 21 22 23

10:45～

スロータイム
10:30～11:30

あそびタイム
1612 13 14 15

4・5歳児クラブ 2・3歳児親子クラブ

休
館
日

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ

10:00～10:45

（めろん） 10:00～11:45
10:00～11:00 幼児親子どなたでもﾘｺｰﾀﾞｰｸﾗﾌﾞ

（りんご）

9:00～リハーサル

10:00～11:00
10:00～11:30

27

ﾏﾏｼｮｯﾌﾟ 14:45～16:00 （うさぎ） 10:00～11:45 10：00～11：00（1・2年生）

14:00～14:45 15:00受付締切

（A）10:00～11:30
幼児親子どなたでも （B)14:00～15:30

24

10：00～11：30（3年生以上）

18

おもちゃバンク 健診講話 卓球教室　
10:00～12:00 10:15～10:30 14:00～15:00

10:00～12:00 10:00～11:15 幼児親子どなたでも休
館
日

14:45～16:00 エプロン・マスク・三角巾・手ふきタオル・お茶・平皿・ﾌｫｰｸ

1歳児親子クラブ（りんご） 10:00～11:00リコーダークラブ

音楽遊び♪

「お店屋さんごっこ」上靴・お茶・ﾀｵﾙ・ｶｰﾄﾞ・持ち帰り袋10:00～11:15

10:00～11:15

ヨガじろうタイム あそびタイム 10:00～11:00（1・2年生） リコーダー・お茶・ハンカチ・楽譜

オセロ大会　

キッズアトリエ＆

11 17

10:00～11:15 「お店屋さんごっこ」上靴・お茶・ﾀｵﾙ・ｶｰﾄﾞ・持ち帰り袋

リコーダークラブ 9:00～リハーサル

こま　13:30～14:30

けん玉　15:00～16:00

14:00～15:30
24 土

10:00～11:30 「グラウンドゴルフ体験」

カプラであそぼう

10:00～12:00
17 土 リコーダークラブ

「運動会ごっこ」上靴・お茶・ﾀｵﾙ・ｶｰﾄﾞ
28 水

14:00～15:30 お茶・タオル・帽子

移動図書館

10:00～11:30
クラフトクラブ

10:00～11:45 10:00～11:30
幼児親子どなたでも 手作りクラブ

（ひよこ）
2・3歳児親子クラブ

14:00～15:00
手作りクラブ

10 土
クラフトクラブ

4 5 6 7 8 9 10 2・3歳児親子クラブ（うさぎ）

　平成２８年　　　 くらしき 倉 敷 児 童 館

 　9月 　　    じどうかんだより 
倉敷市有城７10

ＴＥＬ：４２９－１７９1
　５日（月）・１２日（月）・１９日（月） ＦＡＸ：４２８－７０６7

時 　間 内  容 ／ 持ち物 等
2・3歳児親子クラブ あそびタイム リコーダークラブ 2・3歳児親子クラブ（うさぎ） 「親子体操」上靴・お茶・タオル・カード

1 2 3 ク ラ ブ 名

一輪車であそぼう（雨天中止）

4・5歳児クラブ 14:45～16:00

「運動会ごっこ」上靴・お茶・ﾀｵﾙ・ｶｰﾄﾞ

10:00～11:15

水分補給ができるよう、水筒を持ってきてくださいね。幼児の方の児童館利用は必ず保護者同伴でお願いします。

10:40～11:30

HP http://kgwc.or.jp/kuraji/

日 月 火 水 木 金 土  9　 月　の　ク　ラ　ブ（クラブは会員制です）

「絵本と折り紙・制作」お茶・名札・ｶｰﾄﾞ・ﾀｵﾙ・のり・はさみ・おしぼり

10:00～11:30 「くるくる万華鏡」筆記用具・お茶・タオル

14:00～15:30 「手ぬぐいｴｺﾊﾞｯｸﾞ」筆記用具・お茶・タオル・定規・手ぬぐい・糸（手ぬぐいの色）

まだまだ暑い日が続いていますが、季節は秋♪　さわやかな季節を楽しみながら、しっかり児童館で遊んでね♡ ２０日（火）・２２日（木）・２６日（月）

土

2・3歳児親子クラブ（ひよこ） 10:00～11:15 「親子体操」上靴・お茶・タオル・カード

（うさぎ） 10:00～11:45 10：00～11：00（1・2年生）

2・3歳児親子クラブ
（ひよこ）

10:00～11:15

リコーダークラブ
10:00～11:00（1・2年生） リコーダー・お茶・ハンカチ・楽譜

おはなしあのね

10:00～11:30（３年生以上） 筆記用具・のり・赤鉛筆10:00～11:15 幼児親子どなたでも 10：00～11：30（3年生以上）
3

リコーダー・お茶・ハンカチ・楽譜

休
館
日

1歳児親子クラブ（めろん） 10:00～11:00

13:30～14:00

☆一輪車であそぼう（雨天中止）☆

3日（土）14:00～15:00

どなたでも 当日受付 無料

持ち物：お茶、タオル、

一輪車（ある人）

☆スロータイム「ﾊﾞｽﾎﾞﾑ作り」☆

16日(金)10:30～11:30

子育て中の保護者対象（託児有・人数制限有）

当日受付 材料費:実費

持ち物：入れたい小さいおもちゃ（あれば）

☆ｷｯｽﾞｱﾄﾘｴ＆ﾏﾏｼｮｯﾌﾟ☆

手作りの品が並びます

11日（日）10:00～12:00

どなたでも 当日受付 実費

オセロ大会結果 第4回（7月18日）

１位 高岡弘成（茶屋町小4年） 2位 高岡大也（茶屋町小4年） 3位 板谷あいか（中島小4年）

夏のオセロ大会（8月4日）

１位 高岡弘成（茶屋町小４年） 2位 高岡大也（茶屋町小４年） 3位 五島百香（天城小4年）

子育て中の保護者対象 25組程度(大人のみもＯＫ）

参加費:100円 要申込（申込受付中）

持ち物:お茶・タオル・ヨガマット（あれば）

★オセロ大会★

17日（土）15:00受付締切

どなたでも

（ルールがわかる人）

当日受付 無料

中国学園大学のみなさんの
楽器演奏やおはなしなど

どなたでも 当日受付 無料

☆おもちゃバンク☆

おもちゃの交換をしませんか

使わなくなったおもちゃや

本を持ってきてね

持参・持ち帰りのみもOK

11日（日）10:00～12:00

どなたでも 当日受付 無料

☆歌と絵本でABC☆
21日（水）15:00～15:50

どなたでも

当日受付 無料

こま＆けん玉教室
どちらか片方だけでもOK

１時間ずつ練習します

4日（日）

13：30～14:30 （こま） 15名

15:00～16:00 （けん玉） 20名

どなたでも

無料 要申込（申込受付中）

25日（日）10:00～11:30

「和太鼓 風人」と「リコーダークラブ」の

演奏を聞こう♪

太鼓打ち体験＆お月見団子を食べよう☆

どなたでも８０人 参加費５０円

要申込（8/25～申込受付）

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 乳児親子15組 参加費100円

持ち物：ﾊﾞｽﾀｵﾙ、水分補給

要申込（申込受付中）

健康相談 助産師さんが来てくれます。

ハンドマッサージでリラックス♡

体重測定もできますよ♪

当日受付 無料

楽しいお話をききましょう❤

3日（土）13：30～14：00

どなたでも 当日受付 無料

☆卓球教室☆

17日（土）14:00～15:00

小学４年生以上

当日受付 無料

持ち物：お茶、あればラケット

http://4.bp.blogspot.com/-iJHHJBSGodU/ULGDOFhtGHI/AAAAAAAAHcE/m1D4I9XCbvE/s1600/omocha_kendama.png
http://4.bp.blogspot.com/-iJHHJBSGodU/ULGDOFhtGHI/AAAAAAAAHcE/m1D4I9XCbvE/s1600/omocha_kendama.png
http://1.bp.blogspot.com/-Ey_dfKYgA8c/UZNyGMNADHI/AAAAAAAASgk/6VB2YW4St_k/s800/syougatsu_koma.png
http://1.bp.blogspot.com/-Ey_dfKYgA8c/UZNyGMNADHI/AAAAAAAASgk/6VB2YW4St_k/s800/syougatsu_koma.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1dda7bsft/EXP=1381124619;_ylt=A3JvW2KK.FBSNRMAMowdOfx7/*-http:/www.city.fujieda.shizuoka.jp/?plugin=ref&page=%E8%97%A4%E6%9E%9D%E5%B8%82%E9%83%B7%E5%9C%9F%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8%E3%83%BB%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%A4%A8/%E5%B1%95%E7%A4%BA%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%92%E3%81%98%E6%B1%A0%E3%81%8A%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%97%E4%BC%9A&src=ph-rengejiike1.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1dda7bsft/EXP=1381124619;_ylt=A3JvW2KK.FBSNRMAMowdOfx7/*-http:/www.city.fujieda.shizuoka.jp/?plugin=ref&page=%E8%97%A4%E6%9E%9D%E5%B8%82%E9%83%B7%E5%9C%9F%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8%E3%83%BB%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%A4%A8/%E5%B1%95%E7%A4%BA%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%92%E3%81%98%E6%B1%A0%E3%81%8A%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%97%E4%BC%9A&src=ph-rengejiike1.jpg

