
 

 

 

６月のクラブ活動・行事予定 

３ 土 
ふれあい輪投げ大会 

オセロ大会                  

9：30～12：00 

14：00～15：30 

小学生以上。要申込み(～6/2 まで) 

ルールがわかる人どなたでも。当日受付 

６ 火 スクラップブッキング 10：00～11：00 申込み者。写真 2～3枚，はさみ，のり 

７ 水 
幼児遊びタイム 

チャイルドクラブ 4 歳児 

10：00～11：30 

14：00～15：30 

乳幼児親子。当日受付。親子とも上靴持参 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

８ 木 

なかよしクラブ(ひよこ) 

       (うさぎ) 

一輪車トレーニングタイム 

9：30～10：30 

10：45～11：45 

16：00～17：00 

会員制。歯ブラシ，コップ，上靴，お茶持参 

会員制。歯ブラシ，コップ，上靴，お茶持参 

小学生以上。運動靴。雨天中止 

１０ 土 

サッカークラブ A・B 

バドミントンクラブ(合同) 

チャレンジクラブ A 

9：00～12：00 

10：00～11：30 

13：30～15：30 

会員制。雨天中止 

会員制。万寿小。上靴，ラケット，お茶持参 

会員制。上靴，お茶持参 

１１ 日 
将棋クラブ 

バスケクラブ 

9：30～11：30 

13：30～15：30 

会員制。 

会員制。東小。上靴，ボール，お茶，タオル持参 

１４ 水 
幼児遊びタイム 

幼児運動クラブ 4・5 歳児 

10：00～11：30 

14：00～16：15 

乳幼児親子。当日受付。親子とも上靴持参 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

１６ 金 親子トトロの会 10：00～11：00 ０～１歳半親子。バスタオル，親子とも上靴持参 

１７ 土 

運動遊びクラブ A・B 

ふれあいクラブ  

チャレンジクラブ B 

9：30～12：00 

10：00～11：30 

13：30～15：30 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

会員制。図書室集合 

会員制。上靴，お茶持参 

１８ 日 
出前キッズ号 in 三斎市 

キッズ体操 

8：00～11：00 

14：00～15：30 

場所：倉敷駅前商店街 

申込み者。裏面参照 

２１ 水 

幼児遊びタイム 

チャイルドクラブ 5 歳児 

一輪車トレーニングタイム 

10：00～11：30 

14：00～15：30 

16：00～17：00 

乳幼児親子。当日受付。親子とも上靴持参 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

小学生以上。運動靴。雨天中止 

２２ 木 
なかよしクラブ(ひよこ) 

       (うさぎ) 

9：30～10：30 

10：45～11：45 

会員制。上靴，お茶持参 

会員制。上靴，お茶持参 

２３ 金 すくすくタイム 10：00～11：00 １歳児親子１０組。右記参照 

２４ 土 

サッカークラブ A・B 

バドミントンクラブ A・B 

手作りクラブ 

けん玉入門 

ボールで遊ぼう 

9：00～12：00 

9：30～12：00 

 9：30～12：00 

14：00～15：00 

16：00～16：30 

会員制。雨天中止 

会員制。上靴，ラケット，お茶持参 

会員制。手芸。裁縫道具持参 

どなたでも。当日受付。上靴，あればけん玉持参 

どなたでも。当日受付。上靴 

２０１７年 ６・７月 No．３４１号   《休館日》 ６月５日(月)，１２日(月)， 

     倉敷北児童センター        １９日(月)，２６日(月),７月３日(月)， 

倉敷市宮前 92－1  �(086)422－6539         １０日(月)，１７日(祝)，１８日(火)， 

http://kgwc.or.jp/kurakita/         ２３日(日)，３０日(日) 

 

 

 

 

          ７月５日(水)，夏休み号発行予定 
            夏休み行事の申込みは，７月１６日(日)１４：００～ 

            詳しくは夏休み号を見てね！！ 

 

２５ 日 
将棋クラブ 

絵本リーディング      

9：30～11：30 

14：00～15：00 

会員制。 

要申込み(6/1～)。裏面参照 

２８ 水 
幼児遊びタイム <育児相談> 

幼児運動クラブ 4・5 歳児 

10：00～11：30 

14：00～16：15 

乳幼児親子。当日受付。親子とも上靴持参 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

７月夏休み前までのクラブ活動・行事予定 

１ 土 
ふれあい七夕のつどい 

卓球大会 

 9：30～12：00 

14：00～15：30 

小学生以上。要申込み(6/1～28 まで) 

小学４年生以上。当日受付。ある人はラケット 

５ 水 
幼児遊びタイム 

チャイルドクラブ 4 歳児 

10：00～11：30 

14：00～15：30 

乳幼児親子。当日受付。親子とも上靴持参 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

７ 金 親子トトロの会 10：00～11：00 ０～１歳半親子。バスタオル，親子とも上靴持参 

８ 土 

サッカークラブ A・B 

バドミントンクラブ(合同) 

チャレンジクラブ A 

9：00～12：00 

10：00～11：30 

13：30～15：30 

会員制。雨天中止 

会員制。万寿小。上靴，ラケット，お茶持参 

会員制。 

９ 日 
将棋クラブ 

バスケクラブ 

9：30～11：30 

13：30～15：30 

会員制。 

会員制。東小。上靴，ボール，お茶，タオル持参 

１２ 水 
幼児水遊び 

幼児運動クラブ 4・5 歳児 

10：00～11：30 

14：00～16：15 

乳幼児親子。当日受付。雨天時は遊びタイム 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

１３ 木 

なかよしクラブ（ひよこ） 

       （うさぎ） 

一輪車トレーニングタイム 

9：30～10：30 

10：45～11：45 

16：00～17：00 

会員制。上靴，お茶持参 

会員制。上靴，お茶持参 

小学生以上。運動靴。雨天中止  

１４ 金 すくすくタイム 10：00～11：00 １歳児親子１０組。裏面参照 

１５ 土 

運動遊びクラブ A・B 

ふれあいクラブ  

チャレンジクラブ B 

9：30～12：00 

10：00～11：30 

13：30～15：30 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

会員制。図書室集合 

会員制。上靴，お茶持参 

１９ 水 

幼児水遊び 

チャイルドクラブ 5 歳児 

一輪車記録会 

10：00～11：30 

14：00～15：30 

16：00～17：00 

乳幼児親子。当日受付。雨天時は遊びタイム 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

小学生以上。当日受付。雨天順延 

おしらせ 

うら面もあります!! 



☆ ふれあい輪投げ大会 ☆ 
６月３日(土) ９：３０～１２：００ 

 対 象…小学生以上 

 持ち物…上靴，お茶，タオル 

 申込み…～6/2(金)まで 

※運動遊びクラブ，ふれあいクラブ会員は 

 参加してください。 

 

 

☆ 出前キッズ号 in 三斎市 ☆ 
６月１８日(日) ８：００～１１：００ 

児童センターが商店街へ出て，三斎市へ出前

に行くよ。遊びに来てね。 

 場 所…倉敷駅前商店街  

 

 

☆ すくすくタイム ☆ 
①６月２３日(金) １０：００～１１：００ 

②７月１４日(金) １０：００～１１：００ 

１歳児親子集まれ！しっかりふれあって遊 

びましょう。 

 対 象…１歳児親子 各１０組 

＜H27.4/2～H28.4/1 生まれ＞ 

 持ち物…上靴，お茶 

 申込み…①6/1(木)～6/21(水)まで 

     ②7/1(土)～7/12(水)まで 

 

 

☆ 育児相談 ☆ 
６月２８日(水) １０：００～１１：００ 

育児相談や身体測定ができますよ。 

 持ち物…親子とも上靴 

※幼児遊びタイムと並行して 

 

 

☆ 卓球大会 ☆ 
７月１日(土) １４：００～１５：３０ 

 対 象…小学４年生以上 

 持ち物…ある人はラケット 

※当日受付  【時間厳守】 

 

 

☆ 一輪車記録会 ☆ 
７月１９日(水) １６：００～１７：００ 

 対 象…小学生以上 

【ズボン，運動靴着用】 

※当日受付  【雨天順延】 

 

☆ オセロ大会 ☆ 

６月３日(土) １４：００～１５：３０ 

 対 象…ルールがわかる人どなたでも 

※当日受付  【時間厳守】 

 

 

☆ キッズ体操 ☆ 
６月１８日(日) １４：００～１５：３０ 

楽しく身体を動かしましょう。 

 対 象…４歳児～小学生 １５人 

 持ち物…上靴，お茶，タオル 

【運動のできる服装で】 

 申込み…6/1(木)～6/17(土)まで 

 

 

☆ けん玉入門 ☆ 
６月２４日(土) １４：００～１５：００ 

 対 象…どなたでも（幼児は親子） 

 持ち物…上靴，ある人はけん玉 

※当日受付 

 

 

● ボールで遊ぼう ● 
６月２４日(土) １６：００～１６：３０ 

 対 象…どなたでも(幼児は親子で) 

 持ち物…上靴 

※当日受付 

 

 

☆ ふれあい七夕のつどい ☆ 
７月１日(土) ９：３０～１２：００ 

 対 象…小学生以上 

 持ち物…上靴，お茶，タオル 

 申込み…6/1(木)～6/28(水)まで 

※運動遊びクラブ，ふれあいクラブ会員は 

 参加してください。 

 

 

☆ 幼児水遊び ☆ 
７月１２・１９日(水)  

１０：００～１１：３０ 

お母さんやお友達と水遊びをしましょう。 

※水の中には入れません！ 

【雨天中止：通常の幼児遊びタイムになる 

 ので，親子共上靴を持ってきてください】 

 対 象…乳幼児親子 

 持ち物…着替え，タオル，サンダル，帽子 

※当日受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇対象：幼児（３歳児以上） 

   ・小学生・保護者 

◇定員：100 名 

＜申込み＞ ６月１日（木）～ 

倉敷北児童センターに来館の上、 

直接申込みをしてください。 

電話での受付はしていません。 


