
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        5日(月) 12日(月) 19日(月) 

２6 日(月)  

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 歳歳歳歳～～～～小学生）小学生）小学生）小学生）    

24242424 日（土）日（土）日（土）日（土）10101010::::00000000～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（6 月 23 日しめきり） 

動きやすい服装で来てね 

初心者大歓迎！！ 

※雨天決行です。室内で行い

ますので、上靴が必要です。 

 

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    

（５歳（５歳（５歳（５歳～小学生～小学生～小学生～小学生））））    

４４４４日（日（日（日（日日日日））））10101010::::00000000～～～～11111111:30:30:30:30    

要申込み（６月３日しめきり） 

７月のカレンダーを作るよ！ 

自分だけのオリジナルのカレンダーを作ろう！ 

ママ友サロンママ友サロンママ友サロンママ友サロン    

（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子・１・１・１・１0000 組組組組））））    

20202020 日（日（日（日（火火火火））））10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（６月 1８日しめきり） 

参加費：150 円。託児あり。 

今回は「シューズキーパー」を作りま

す。消臭、殺菌効果が期待できるドラ

イハーブや精油を使って作ります。 

。 

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    

（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子））））    

11116666 日（日（日（日（金金金金））））10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（6 月 14 日しめきり） 

実施場所：まびいきいきプラザ 

まびいきいきプラザに児童館職

員が出前に行くよ！ 

お話でてこお話でてこお話でてこお話でてこいいいい    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも））））    

8888 日（木）日（木）日（木）日（木）14141414::::30303030～～～～15151515::::00000000    

当日受付 

真備図書館の司書さんが絵本の読み聞かせに来

てくれます。 

たけのこキッたけのこキッたけのこキッたけのこキッズズズズ    

      ((((乳幼児親子乳幼児親子乳幼児親子乳幼児親子))))    

６６６６ 日 ・日 ・日 ・日 ・ 11113333 日 ・日 ・日 ・日 ・ 22227777 日 （ 火 ） 午 前日 （ 火 ） 午 前日 （ 火 ） 午 前日 （ 火 ） 午 前 中中中中    

当日受付 

親子でいろいろなおもちゃで

遊んでくださいね。 

普段出て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「雨」です。親

子で楽しくあそびましょう♪ 

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/ 

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    

（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子・１５組・１５組・１５組・１５組））））    

28282828 日（日（日（日（水水水水））））10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

  要申込み（6 月 27 日しめきり） 

講師の先生による、リトミック遊びです。音楽に触れ

て楽しみましょう♪ 

一輪車一輪車一輪車一輪車    

チャレンジタイムチャレンジタイムチャレンジタイムチャレンジタイム    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

14141414 日日日日（水）（水）（水）（水）15:3015:3015:3015:30～～～～16:3016:3016:3016:30    

当日受付 

一輪車の練習をするよ。初

心者も大歓迎！！ 

※雨天中止 

    平成２９年度 

   

 

 

            しとしと雨の降る梅雨の時期になりました。雨にぬれたアジサイも素敵ですね。 

雨の日にしかできないこと、雨の日にしか見られないものをたくさん探してみましょう。 

 

 

    

   

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

        

        

 

 

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    

    

 

2222    

    

    

    

 

3333    

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 

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 

4444    

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    

卓球大会卓球大会卓球大会卓球大会    

（要申込み（要申込み（要申込み（要申込み））））    

13:30～15:00    

5555    

 

休館日 

6666    

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 

※たけのこタイムは 

10:45～11:15 

7777    

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

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:15～15:15    

8888    

お話でてこいお話でてこいお話でてこいお話でてこい    

（図書館より）（図書館より）（図書館より）（図書館より）    

14:30～15:00 

 

9999    

 

 

 

 

11110000 

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 

 

11111111    

アンパンマン劇場アンパンマン劇場アンパンマン劇場アンパンマン劇場    

10:30～11:00 

 

    

 

 

 

 

12121212    

 

休館日 

13131313    

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 

※たけのこタイムは 

10:45～11:15 

14141414    

4444・５歳児ぞう・５歳児ぞう・５歳児ぞう・５歳児ぞうクラブクラブクラブクラブ    

（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ム輪車チャレンジタイム輪車チャレンジタイム輪車チャレンジタイム 

15:30～16:30 

1111５５５５    

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

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～11:00    

16161616    

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 

いもの苗植えをいもの苗植えをいもの苗植えをいもの苗植えを    

しようしようしようしよう    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～ 

17171717    

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

10:00～11:30 

11118888 

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 

11119999    

    

休館日 

20202020    

ママ友ママ友ママ友ママ友サロンサロンサロンサロン    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

21212121    

    

    

 

22222222    

1111 歳児チューリップクラ歳児チューリップクラ歳児チューリップクラ歳児チューリップクラブブブブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～11:00 

    

23232323    

幼児運動会幼児運動会幼児運動会幼児運動会    

（（（（要申込み要申込み要申込み要申込み））））    

10:00～11:00 

 

24242424    

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 

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 

 

 

25252525    

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    

    

    

 

22226666    

    

休館日 

22227777 

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 

※たけのこタイムは 

10:45～11:15 

28282828    

リズムでチャチャチリズムでチャチャチリズムでチャチャチリズムでチャチャチャャャャ    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00    

29292929    

幼児親子クッキン幼児親子クッキン幼児親子クッキン幼児親子クッキンググググ    

（（（（要申込み要申込み要申込み要申込み））））    

10:00～12:00 

30303030    

 

    

 

６６６６月月月月    
 

幼児運動会幼児運動会幼児運動会幼児運動会    

（幼児親子）（幼児親子）（幼児親子）（幼児親子）    

23232323 日（金日（金日（金日（金））））10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（6 月 22 日しめきり） 

室内で親子で力を合わせてかけっこをしたり玉入

れをしたりするよ。 

幼児親子幼児親子幼児親子幼児親子クッキングクッキングクッキングクッキング    

（（（（２歳児２歳児２歳児２歳児以上以上以上以上・１０組・１０組・１０組・１０組））））    

29292929 日（日（日（日（木木木木））））10101010::::00000000～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み（6 月 27 日しめきり） 

参加費：200 円 

持ち物：エプロン、三角巾、上靴、お茶、 

タオル、マスク 

 まんまるオムライス・あじさいサラダを作るよ！ 

７７７７月の行事予定月の行事予定月の行事予定月の行事予定    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

☆行事の申し込みは 1 か月前から受付開始です。 

 

1 日(土) おもちゃの病院 

2 日(日) 七夕まつり(AM) 

オセロ大会(PM) 

7 日(金) ０歳児こんにちは！ 

9 日(日) カレンダー作り（ＰＭ） 

１1 日(火) ママ友サロン 

１3 日(木) お話でてこい(図書館より) 

 

七夕七夕七夕七夕まつりまつりまつりまつり    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも 60606060 人人人人））））    

7777 月月月月 2222 日（日）日（日）日（日）日（日）10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

要申込み(7 月１日しめきり) 

七夕飾りを作ったり、願い事を書いた

りしよう★ 

卓球大会卓球大会卓球大会卓球大会    

（小学４年以上（小学４年以上（小学４年以上（小学４年以上））））                                                

４４４４ 日 （日 （日 （日 （ 日日日日 ）））） 1111３３３３ ::::３３３３ 0000～～～～ 1111５５５５ ::::００００ 0000    

要申込み（6 月３日しめきり）    

中高生も大歓迎です！ぜひ、挑戦し

てみてね！ 

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） 

３３３３日日日日（土）（土）（土）（土）9:309:309:309:30～～～～12:0012:0012:0012:00    

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。 

 

・ 

・暑くなってきました。お茶、帽子の用意をお願

いします。 

・・ゲーム機類や貴重品は持ってこないようにして

くください。 

・・行事の申込み受付開始は 1 か月前からです。児

童童館にご来館の上、窓口にある申込み用用紙にご

気記入ください。欠席するときは必ず連絡してくだ

ささい。 

１９日(水) リズムでチャチャチャ 

２１日(金) 出前キッズ号 in まびいきいきプラザ 

２2 日(土)  バスケをしよう！(AM) 

           けん玉をしよう！ (PM) 

２6 日(水) 小学生クッキング 

２8 日(金) 夏休み映画会とそうめん流し 

 

オセロ大会オセロ大会オセロ大会オセロ大会    

（ルールが分かる人（ルールが分かる人（ルールが分かる人（ルールが分かる人））））    

7777 月月月月 2222 日（日）日（日）日（日）日（日）13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み(7 月１日しめきり) 

白黒つけたいあなた！さあ、

真剣勝負!!! 

ぜひ参加してね。 

 

アンパンマン劇場アンパンマン劇場アンパンマン劇場アンパンマン劇場    

（（（（どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも））））    

11111111 日（日（日（日（日日日日））））10:3010:3010:3010:30～～～～11:0011:0011:0011:00    

当日受付当日受付当日受付当日受付    

職員でアンパンマンの人形劇をします。真備児童館のオリジナルストーリー

を楽しもう。 

    

    

いもの苗植えをしよういもの苗植えをしよういもの苗植えをしよういもの苗植えをしよう    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも））））    

16161616 日（金）日（金）日（金）日（金）10:0010:0010:0010:00～～～～    

要申込み(6 月１5 日しめきり) 

みんなでさつまいもの苗植えを

楽しみましょう♪ 

～らっこ母親クラブ主催～ 

 


