
開館時間 ９：００～１７：1５

休 館 日
朝晩、だんだん冷え込んでくるようになりましたね。

日 曜
9 水

定規・広告ﾁﾗｼ（つるつるしたもの）5枚・せんたくばさみ

16 水
17 木

24 木
体験クラブ（A）
体験クラブ（B）

クッキングクラブB

【12月の予定】◆2・9・16日（金）あそびﾀｲﾑ◆3日（土）わらべうた/おはなしあのね/一輪車であそぼう◆4日（日）ｶﾌﾟﾗであそぼう◆7日（水）移動図書館◆8日（木）ﾖｶﾞじろうﾀｲﾑ◆9日（金）ことばの相談◆10日（土）出前ｷｯｽﾞ号in中島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

◆11日（日）出前キッズ号in粒江ふれあいまつり/おもちゃﾊﾞﾝｸ/ｷｯｽﾞｱﾄﾘｴ＆ﾏﾏｼｮｯﾌﾟ◆16日（金）ｽﾛｰﾀｲﾑ◆17日（土）卓球教室/ｵｾﾛ大会◆18日（日）クリスマス会◆21日（水）歌と絵本でABC◆27日（火）大そうじ◆28日（水）シアターくらしき

9 10 11 12
10:00～11:15

2・3歳児親子クラブ（ひよこ）

26

出前キッズ号in
プラザまつり

（くらしき健康福祉プラザ）

児童館は休館日

休館日

リコーダークラブ
10:00～11:00（1・2年生）

あそびタイム リコーダークラブ
30

25

10:00～11:45
1歳児親子クラブ

（めろん）

リコーダー・お茶・ハンカチ

10:00～11:30（３年生以上） 筆記用具・のり・赤鉛筆

水
1歳児親子クラブ（りんご） 10:00～11:00 「親子体操」上靴・お茶・タオル・カード

14:45～16:00 ｴﾌﾟﾛﾝ・ﾏｽｸ・三角巾・手ふきタオル・お茶・平皿・ﾌｫｰｸ・ｽﾌﾟｰﾝ・台拭き

１歳児親子クラブ（めろん） 10:00～11:00 「親子体操」上靴・お茶・タオル・カード

6 7 8

 11　 月　の　ク　ラ　ブ（クラブは会員制です）
ク ラ ブ 名 時 　間 内  容 ／ 持ち物 等

クラフトクラブ 「しかけ絵作り」お茶・タオル・筆記用具・牛乳パック2個・油性マジック

1 2 3

手作りクラブ
14:00～15:00

幼児親子どなたでも 一輪車であそぼう（雨天中止）

「秋のおさんぽ」

2・3歳児親子クラブ（うさぎ） 上靴・お茶・タオル・カード・帽子

火 水 木 金 土

　平成２８年　　　 くらしき 倉 敷 児 童 館

 　11月 　　   じどうかんだより 
倉敷市有城７10

ＴＥＬ：４２９－１７９1
　３日（祝）・　７日（月）・１４日（月） ＦＡＸ：４２８－７０６7
２１日（月）・２３日（祝）・２８日（月） HP http://kgwc.or.jp/kuraji/

本格的な冬が来る前に、しっかり外遊びを楽しみましょう♪
※幼児の方の児童館利用は保護者同伴でお願いします

カプラであそぼう
休
館
日

親子でバランスボール ヨガじろうタイム あそびタイム クラフトクラブ

4・5歳児クラブ
14:45～16:00 14:00 ～15:30 「藤戸寺探訪」

14:00～15:45 お茶・タオル・帽子・履きなれた靴・（カッパor傘）

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

16 1713 18 19

幼児親子どなたでも 手作りクラブ

10：00～11：00（1・2年生）

音楽あそび♪ 休
館
日

2・3歳児親子クラブ 2・3歳児親子クラブ

26 土
10:00～11:45

15:00～15:50 10：30～11：30 14:00～15:00

10:00～11:15 10:00～11:15 幼児親子どなたでも 10：00～11：30（3年生以上）
歌と絵本でABC スロータイム 卓球教室

15:00受付締切
オセロ大会　

in　帯江学区

なんでもフェスタ

（A）10:00～11:45
けん玉　15:00～16:00 幼児親子どなたでも （B)14:00～15:4510:00～11:00

キッズアトリエ＆ 1歳児親子クラブ

10:00～12:00 10:00～11:00
おもちゃバンク
10:00～12:00

ﾏﾏｼｮｯﾌﾟ （りんご）

休
館
日

出前キッズ号

クッキングクラブB
14:45～16:00

19 土

27 28 29 30

こま・けん玉教室

休
館
日

あそびタイム 体験クラブ
こま　13:30～14:30

20 21 22 23 24

14 15

14:00～14:45 （ひよこ） （うさぎ） 10:00～11:45

4・5歳児クラブ 14:45～16:00 「運動遊び」上靴・お茶・名札・タオル・カード・動きやすい服装

「ﾁﾗｼなべしき」お茶・ﾀｵﾙ・筆記用具・はさみ・のり・木工用ﾎﾞﾝﾄﾞ

日

育児相談
10:00～11:00

4 5
移動図書館 あそびタイム おはなしあのね

10:4０～11:30 10:00～11:45 13:30～14:00 10:00～11:30
12 土

14:00～15:30

月

☆一輪車であそぼう（雨天中止）☆

5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

「風邪予防スプレー作り」☆

18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

☆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

27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6回（10月15日）

１位 高岡弘成（茶屋町小4年） 2位 佐々木希（中庄小1年） 3位 髙橋華音里（天城小2年）

子育て支援センターより、保健師・保育士来館

☆おもちゃバンク☆

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 27日（日）10:00～12:00

どなたでも 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

☆ヨガじろうタイム☆

10日（木）10:00～11:30

子育て中の保護者対象 25組

参加費100円（申込受付中）

持ち物：お茶・タオル・ﾖｶﾞﾏｯﾄ（ある人）

・定員がある行事は、倉敷市の方を優先させていただきます

・ﾌﾞﾚｲﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ（6年生以上）、一輪車、ローラースケートがしたい人は、

運動靴をはいてきてください

楽しいお話をききましょう❤

５日（土）13：30～14：00

どなたでも（幼児は親子で）

★オセロ大会★

19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

出前キッズ号inキッズカーニバル（9月22日） すいすいホッケー ５連続ストライク者

かたやまみずき やまじみほ 山べけい 道久海斗 やまだゆうせい かまさきはる 佐伯竜征 野村悠美子

ふじいえいた 矢部そう みませいた 風早瑛太 やべよう さかまゆうり はばらないと きむらあやの

9日（水）10:00～11:00

2・3歳児親子対象 10組

H24.4.2～H26.4.1生まれの人

参加費100円 要申込（11/4〆切）

☆卓球教室☆

19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

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

20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）
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