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おねがい 

●行事の申し込みについて 

・行事の申し込みは 1 か月前からです。 

・児童館で申込用紙に記入してください。

●クラブや行事をお休みするときは、必ず 

連絡してください。 

 

    バスケをしようバスケをしようバスケをしようバスケをしよう！！！！    

    （（（（5555 歳児以上、小学生）歳児以上、小学生）歳児以上、小学生）歳児以上、小学生）    

25252525 日日日日((((土土土土)10:00)10:00)10:00)10:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(3 月 24 日しめきり) 

パス！ドリブル！シュート！ 

初めての人も大歓迎です。 

なおと兄さんと一輪車で遊ぼうなおと兄さんと一輪車で遊ぼうなおと兄さんと一輪車で遊ぼうなおと兄さんと一輪車で遊ぼう！！！！

    （どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

4444 日日日日((((土土土土)10:00)10:00)10:00)10:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(3 月 3 日しめきり) 

なおと兄さんがコツを教えてくれるよ。一輪車

を持っている人は持ってきてね。 

    カレンダー作りカレンダー作りカレンダー作りカレンダー作り    

（（（（5555 歳～小学生）歳～小学生）歳～小学生）歳～小学生）    

5555 日日日日((((日日日日)13:30)13:30)13:30)13:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み(３月 4 日しめきり) 

4 月のカレンダーを作るよ！ 

いろいろ工夫して作ってみよ

う。 

 

リズムでチャチャチャリズムでチャチャチャリズムでチャチャチャリズムでチャチャチャ    

（幼児親子、（幼児親子、（幼児親子、（幼児親子、15151515 組）組）組）組）    

11115555 日日日日((((水水水水))))10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(３月 14 日しめきり) 

今月はリトミックの先生がき

てくれるよ。リズムにのって

楽しもう♪ 

草もち作り草もち作り草もち作り草もち作り    

（どな（どな（どな（どなたでも、たでも、たでも、たでも、70707070 人）人）人）人）    

5555 日日日日((((日日日日)10:00)10:00)10:00)10:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

要申込み(３月 3 日しめきり) 

草もちってどうやって作るのかな？みんなで草もちを作って

食べよう！ 

なおと兄さんのパフォーマンスショーなおと兄さんのパフォーマンスショーなおと兄さんのパフォーマンスショーなおと兄さんのパフォーマンスショー

    （どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

４４４４日日日日((((土土土土))))11:0011:0011:0011:00～～～～11:11:11:11:30303030    

当日受付 

なおと兄さんのパフォーマンスショーだよ。 

いろいろな技を見せてもらおう！ 

運動をしよう！運動をしよう！運動をしよう！運動をしよう！    

    （５歳～小学３年生）（５歳～小学３年生）（５歳～小学３年生）（５歳～小学３年生）    

18181818 日日日日((((土土土土)1)1)1)15555:0:0:0:00000～～～～11116666:00:00:00:00    

要申込み(3 月 17 日しめきり) 

 今回のテーマは「走る」です。

速く走るコツを教えてもらお

う！  

出前キッズ号出前キッズ号出前キッズ号出前キッズ号 inininin    

まびいきいきプラザまびいきいきプラザまびいきいきプラザまびいきいきプラザ    

（乳幼児（乳幼児（乳幼児（乳幼児親子）親子）親子）親子）    

11117777 日（日（日（日（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（3 月 15 日しめきり） 

児童館職員が遊びの出前をするよ! 

まびいきいきプラザに来てね。 

 

 

 2017 年 

    

 

 

暖かくなり、木々の芽もふくらみ春らしさを感じるころになりました。 

柔らかな日差しの中、お散歩がてら児童館に遊びに来てください♪ 

 

 

 

    

 

 

 

      

                

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

   

        

        

 

 

 

 

 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

 １１１１    

３歳児うさぎクラ３歳児うさぎクラ３歳児うさぎクラ３歳児うさぎクラブブブブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:00～15:00    

 

2222    

 

3333    

０歳児こんにちは０歳児こんにちは０歳児こんにちは０歳児こんにちは！！！！    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

 

4444    

おもちゃの病院おもちゃの病院おもちゃの病院おもちゃの病院    

9:30～12:00 

なおと兄さんと一輪車で遊ぼうなおと兄さんと一輪車で遊ぼうなおと兄さんと一輪車で遊ぼうなおと兄さんと一輪車で遊ぼう！！！！    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

なおと兄さんのパフォーマンスショなおと兄さんのパフォーマンスショなおと兄さんのパフォーマンスショなおと兄さんのパフォーマンスショ ーーーー    

11:00～11:３0 

5555    

草もち作り草もち作り草もち作り草もち作り 

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:30    

カレンダー作りカレンダー作りカレンダー作りカレンダー作り    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

13:30～15:00 

6666    

    

休館日休館日休館日休館日    

    

7777    

たけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズ    

午前中午前中午前中午前中

（た け の こ タ イ ム は

10:45～11:15）    

 

8888    

4444････5555 歳児ぞうクラブ歳児ぞうクラブ歳児ぞうクラブ歳児ぞうクラブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:00～15:00 

    

 

9999    

１歳児チューリップクラブ１歳児チューリップクラブ１歳児チューリップクラブ１歳児チューリップクラブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～11:00 

 

10101010    

 

11111111    

遊キッズクラブ遊キッズクラブ遊キッズクラブ遊キッズクラブ((((会員制会員制会員制会員制))))    

10:00～11:30 

卓球クラブ卓球クラブ卓球クラブ卓球クラブ((((会員制会員制会員制会員制))))    

13:30～14:30 

 

１１１１2222        

小学生クッキング小学生クッキング小学生クッキング小学生クッキング    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～12:00 

オオオオセロ大セロ大セロ大セロ大会会会会    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

13:30～15:00 

１１１１3333    

    

休館日休館日休館日休館日    

１１１１4444    

ママ友サロンママ友サロンママ友サロンママ友サロン    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00    

 

１１１１5555    

リズムでチャチャチャリズムでチャチャチャリズムでチャチャチャリズムでチャチャチャ    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

    

１１１１6666    

２２２２歳児歳児歳児歳児ひよこひよこひよこひよこクラブクラブクラブクラブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～11:00 

 

１１１１7777    

出前キッズ号出前キッズ号出前キッズ号出前キッズ号 inininin    

まびいきいきプラザまびいきいきプラザまびいきいきプラザまびいきいきプラザ

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

１１１１8888    

生花生花生花生花クラブクラブクラブクラブ（（（（会員制）会員制）会員制）会員制）    

13:30～15:00    

運動をしよう運動をしよう運動をしよう運動をしよう!!!!    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

15:00～16:00 

１１１１9999    

料理クラブ（会員制）料理クラブ（会員制）料理クラブ（会員制）料理クラブ（会員制）    

10:00～12:00 

ABCABCABCABC クラブクラブクラブクラブ（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

13:30～14:00 

英語英語英語英語クラブクラブクラブクラブ（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

① 14:10～14:40    

② 14:40～15:10 

２０２０２０２０    

    

休館日休館日休館日休館日    

 

２２２２1111    

    

休館日休館日休館日休館日    

    

２２２２２２２２    

    

    

２３２３２３２３ 

    

 

２４２４２４２４ 
 

２５２５２５２５    

バスケをしよう！バスケをしよう！バスケをしよう！バスケをしよう！    

((((要申込み要申込み要申込み要申込み))))    

10:00～11:00    

 

２６２６２６２６    

お茶クラブお茶クラブお茶クラブお茶クラブ((((会員制会員制会員制会員制））））    

13:30～15:00    

 

２７２７２７２７    

    

休館日休館日休館日休館日    

２８２８２８２８    

 

２９２９２９２９    

 

３０３０３０３０ ３１３１３１３１    

 

 

３３３３月月月月    
 

おもちゃの病院おもちゃの病院おもちゃの病院おもちゃの病院    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

4444 日日日日((((土土土土)9:30)9:30)9:30)9:30～～～～12:0012:0012:0012:00    

当日受付 

壊れたおもちゃはありませんか？

修理して大切に使いましょう。 

部品代は実費必要です。 

０歳児こんにちは０歳児こんにちは０歳児こんにちは０歳児こんにちは!!!!    

（０歳児親子、１５組（０歳児親子、１５組（０歳児親子、１５組（０歳児親子、１５組））））    

3333 日日日日((((金金金金)10:00)10:00)10:00)10:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（3 月 1 日しめきり） 

今月は産後ダンスを行います。わらべうたベビーマッサージの

先生が来てくれます。体を動かして気持ちのよい汗をかこう! 

持ち物：抱っこひも、水分補給用飲み物（大人用、子ども用） 

平成平成平成平成 2222９９９９年度年度年度年度    真備児童館真備児童館真備児童館真備児童館    

クラブ員クラブ員クラブ員クラブ員((((会員制会員制会員制会員制))))募集中募集中募集中募集中!!!!!!!!    

★2 月 28 日 17 時 15 分必着 

☆募集要項・申し込み専用 

はがきは児童館にあります。 

 

小学生小学生小学生小学生クッキングクッキングクッキングクッキング    

（小学生、（小学生、（小学生、（小学生、10101010 人）人）人）人）    

11112222 日日日日((((日日日日)10:00)10:00)10:00)10:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み(３月 10 日しめきり) 

参加費：２００円 

持ち物：エプロン、三角巾、上靴、 

   マスク、タオル、お茶 

ちらしずし、フルーツポンチを

作ります。 

オセロ大会オセロ大会オセロ大会オセロ大会    

（ルールがわかる人）（ルールがわかる人）（ルールがわかる人）（ルールがわかる人）    

12121212 日日日日((((日日日日))))13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み(３月 11 日しめきり) 

白黒はっきりさせたいあなた！さあ、

真剣勝負!!!ぜひ参加してください。 

ママ友ママ友ママ友ママ友サロンサロンサロンサロン    

（（（（乳幼児親子、乳幼児親子、乳幼児親子、乳幼児親子、10101010 組組組組））））    

11114444 日日日日((((火火火火)10:00)10:00)10:00)10:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(３月 12 日しめきり) 

参加費:50 円  託児つき 

今月は「オリジナルクリップ」を作

ります。布やビーズなどのさまざま

な素材を使って飾ろう♪ 

４４４４月の行事予定月の行事予定月の行事予定月の行事予定    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１１１１日日日日((((土土土土))))    おもちゃの病院   

９９９９日日日日((((日日日日))))    カレンダー作り(AM)    

１１１１４４４４日日日日((((金金金金))))  幼児親子クッキング 

２３日２３日２３日２３日((((日日日日))))    倉敷っ子フェスティバル 

２２２２６６６６日日日日((((水水水水))))    リズムでチャチャチャ 

たけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズ    

（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子））））    

7777 日日日日((((火火火火))))午前中午前中午前中午前中        

当日受付 

親子でゆっくり遊んでね。10:4510:4510:4510:45

～～～～11:1511:1511:1511:15 はたけのこタイム。こ

の 30 分間は職員と一緒に親子で

遊びましょう♪今回のテーマは

「春」です。 

詳しい内容は

後 日 チ ラ シ

で！ 


