
開館時間開館時間開館時間開館時間  ９：００～１７：１５  

休休休休    館館館館    日日日日        １日(月)  ３日(水･祝) ４日(木･祝) 

６日(土)  ８日(月)  １５日(月)   

２２日(月) ２９日(月)  

おおおお    ねねねね    がががが    いいいい    

    

    

・暑くなってきました。お茶と帽子のご用意をお願いします。・暑くなってきました。お茶と帽子のご用意をお願いします。・暑くなってきました。お茶と帽子のご用意をお願いします。・暑くなってきました。お茶と帽子のご用意をお願いします。    

・・・・行行行行事の申し込みは事の申し込みは事の申し込みは事の申し込みは 1111 か月前から受付けます。か月前から受付けます。か月前から受付けます。か月前から受付けます。    

    児童館にご来館の上児童館にご来館の上児童館にご来館の上児童館にご来館の上、、、、窓口にある申込み用紙にご記入ください。窓口にある申込み用紙にご記入ください。窓口にある申込み用紙にご記入ください。窓口にある申込み用紙にご記入ください。

・クラブや行事がある場合・クラブや行事がある場合・クラブや行事がある場合・クラブや行事がある場合、、、、遊戯室のおもちゃを別室に移動するこ遊戯室のおもちゃを別室に移動するこ遊戯室のおもちゃを別室に移動するこ遊戯室のおもちゃを別室に移動するこ

とがあります。ご了承ください。とがあります。ご了承ください。とがあります。ご了承ください。とがあります。ご了承ください。    

なおと兄さんとなおと兄さんとなおと兄さんとなおと兄さんと一輪車で遊ぼう一輪車で遊ぼう一輪車で遊ぼう一輪車で遊ぼう！！！！    

（（（（どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも））））    

14141414 日日日日((((日日日日))))11114444::::00000000～～～～11115555::::00000000    

要申込み(5 月 13 日しめきり) 

なおと兄さんが来てくれるよ！ 

一輪車がある人は持ってきてね！ 

    

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 真備美しい森真備美しい森真備美しい森真備美しい森    

こいのぼりフェスティバルこいのぼりフェスティバルこいのぼりフェスティバルこいのぼりフェスティバル                

（（（（どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも））））    

5555 日日日日((((金金金金･祝･祝･祝･祝))))10101010:00:00:00:00～～～～14:14:14:14:00000000    

実施場所：真備美しい森実施場所：真備美しい森実施場所：真備美しい森実施場所：真備美しい森    

 

真備美しい森で「「「「こいのぼりフェスティバルこいのぼりフェスティバルこいのぼりフェスティバルこいのぼりフェスティバル」」」」

があります。 

「魚つり」をするので、みんな遊びに来てね☆ 

ママママママママ友友友友サロンサロンサロンサロン    

（（（（乳幼児親子・１０組乳幼児親子・１０組乳幼児親子・１０組乳幼児親子・１０組））））    

16161616 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(5 月 14 日しめきり)  

参加費：無料 

託児あり。この１時間はお母さ

んのための時間♪ 

今回は「お花のモビール」を作

ります！かわいいお花を作って

お部屋を飾りませんか？ 

0000 歳児こんにちは！歳児こんにちは！歳児こんにちは！歳児こんにちは！    

（（（（0000 歳児親子）歳児親子）歳児親子）歳児親子）    

19191919 日日日日((((金金金金))))10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(5 月 18 日しめきり)    

親子でふれあい遊びやお母さん同

士でのお話タイムを楽しもう！ 

 

けん玉をしよう！けん玉をしよう！けん玉をしよう！けん玉をしよう！    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

27272727 日日日日((((土土土土))))15:0015:0015:0015:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

当日受付 

ゲームをしたり、技を練習した

りするよ。けん玉がある人は持

参してね！ 

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 歳児以上）歳児以上）歳児以上）歳児以上）    

7777 日日日日((((日日日日))))11110000::::00000000～～～～11111111::::33330000    

要申込み(5 月 5 日しめきり)    

６月のカレンダーを作るよ！ 

自分なりに工夫してすてきなカ

レンダーを作ってみよう。 

真 備 児 童真 備 児 童真 備 児 童真 備 児 童 館館館館    

倉敷市真備町有井１５５６－２ 

TEL／FAX （０８６）６９７－０８３１ 

http://kgwc.or.jp/mabiji/ 

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    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

14141414 日日日日((((日日日日))))11115555:00:00:00:00～～～～11115555::::33330000    

当日受付 

なおと兄さんの 

パフォーマンスを 

楽しもう！ 

 平成２９年度 

   

 

 

若葉がキラキラとまぶしい５月。外遊びを楽しむのに最適な季節ですね。日ざしの対策を十分にして、 

思い切り遊びましょう。今月もいろいろな行事を計画しています。みんなで遊びに来てね！！ 
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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    

    

休館日 

 

２２２２    

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    

 

  

３３３３    

 

  休館日 

４４４４    

 

休館日 

５５５５    

こどもの日のつどこどもの日のつどこどもの日のつどこどもの日のつどいいいい    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み） 

10:00～11:00 

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    

真備美しい森こいのぼりﾌｪｽﾃｨﾊﾞ真備美しい森こいのぼりﾌｪｽﾃｨﾊﾞ真備美しい森こいのぼりﾌｪｽﾃｨﾊﾞ真備美しい森こいのぼりﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾙﾙﾙ     

10:00～14:00 

６６６６    

 

休館日 

７７７７    

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）

10:00～11:30 

オセロ大会オセロ大会オセロ大会オセロ大会    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

13:30～15:00 

８８８８    

 

休館日 

９９９９    

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    

    

１０１０１０１０    

４・５歳児ぞうクラ４・５歳児ぞうクラ４・５歳児ぞうクラ４・５歳児ぞうクラブブブブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:15～15:15 

一一一一輪車チャレンジタイ輪車チャレンジタイ輪車チャレンジタイ輪車チャレンジタイムムムム    

15:30～16:30 

１１１１１１１１    

 

 

 

 

 

１２１２１２１２    

 

 

１１１１３３３３ 

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（会員制卓球クラブ（会員制卓球クラブ（会員制卓球クラブ（会員制））））    

13:30～14:30 

手芸クラブ（会員制）手芸クラブ（会員制）手芸クラブ（会員制）手芸クラブ（会員制）    

13:30～15:30 

１４１４１４１４    

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 

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））））    

14:00～15:00 

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    

15:00～15:30 

１５１５１５１５    

 

休館日 

１６１６１６１６    

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 

１７１７１７１７    

３３３３歳児うさぎクラブ歳児うさぎクラブ歳児うさぎクラブ歳児うさぎクラブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:15～15:15 
    

 

１８１８１８１８    

２歳児ひよこクラ２歳児ひよこクラ２歳児ひよこクラ２歳児ひよこクラブブブブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）

10:00～11:00    

 

１９１９１９１９    

0000 歳児こんにちは歳児こんにちは歳児こんにちは歳児こんにちは！！！！

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00    

 

２０２０２０２０    

工作工作工作工作クラブクラブクラブクラブ（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～11:30 

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 

 

２１２１２１２１    

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

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 

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

①14:10～14:40 

②14:40～15:10 

２２２２２２２２    

 

休館日 

２３２３２３２３    

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    

 

２４２４２４２４    

 

２５２５２５２５    

1111 歳児歳児歳児歳児チューリップクラフチューリップクラフチューリップクラフチューリップクラフﾞ゙゙゙    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～11:00 

２６２６２６２６    

リズムでリズムでリズムでリズムで    

チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

２７２７２７２７    

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 

けん玉をしよう！けん玉をしよう！けん玉をしよう！けん玉をしよう！    

15:00～16:00 

２２２２８８８８    

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））））

10:00～11:30    

陶芸クラブ陶芸クラブ陶芸クラブ陶芸クラブ（（（（会員制会員制会員制会員制））））     

13:30～15:30 

２９２９２９２９    

 

休館日 

 

３３３３００００    

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    

    

３１３１３１３１    
      

５５５５月月月月    
 

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    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

22226666 日日日日((((金金金金))))10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み(5 月 25 日しめきり) 

リズム遊び・楽器遊びなど音楽を楽

しみましょう♪ 

 

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））））    

14141414 日（日（日（日（日日日日））））10101010::::00000000～～～～12121212::::00000000    

要申込み（5月 12日しめきり） 

参加費：200 円 

スティックおにぎりと味噌汁をつくります。

持ち物：エプロン、三角巾、上靴  

    お茶、ハンドタオル、

マスク 

６６６６月の行事予定月の行事予定月の行事予定月の行事予定    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

３日(土) おもちゃの病院 

４日(日) カレンダー作り(午前) 

卓球大会(午後) 

８日(木) お話でてこい(図書館より) 

１１日(日) アンパンマン劇場 

１４日(水) 一輪車チャレンジタイム 

１６日(金) 出前キッズ号 in まびいきいきプラザ 

２０日(火) ママ友サロン 

２３日(金) 幼児運動会 

２４日(土) バスケをしよう！ 

２８日(水) リズムでチャチャチャ 

２９日(木) 幼児親子クッキング  

  

 

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）    

7777 日日日日((((日日日日))))13:3013:3013:3013:30～～～～15:15:15:15:00000000    

要申込み(5 月 5 日しめきり) 

白黒つけたい人集まれ！ 

いろんな人と対戦しよう。ぜひ参

加してね。 

こどもの日のつどいこどもの日のつどいこどもの日のつどいこどもの日のつどい    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

5555 日日日日((((金金金金･祝･祝･祝･祝))))11110000:00:00:00:00～～～～11111:1:1:1:00000000    

要申込み(５月 2 日しめきり) 

参加費：無料 

みんなでこどもの日を祝い

ましょう！    

一輪車チャレンジタイム一輪車チャレンジタイム一輪車チャレンジタイム一輪車チャレンジタイム    

（（（（どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも））））    

11110000 日日日日((((水水水水))))15:3015:3015:3015:30～～～～16:3016:3016:3016:30    

一輪車の練習タイムです。 

当日の時間内ならいつ来ても練

習できます。 

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））））    

2222 日日日日・・・・9999 日日日日・・・・23232323 日日日日・・・・30303030 日日日日((((火火火火))))

午前中午前中午前中午前中    

当日受付 

親子でいろいろなおもちゃで

あそんでくださいね。普段出て

いないおもちゃもありますよ。 

    

たけのこタイムたけのこタイムたけのこタイムたけのこタイム    

10:4510:4510:4510:45～～～～11:4511:4511:4511:45    

30 分間は職員と一緒に親子で

ふれあい遊びや簡単工作など

いろいろなことをします。 

今月のテーマは「こどもの日」

です。遊びに来てね！ 


