
ママ友ママ友ママ友ママ友サロンサロンサロンサロン    

((((乳乳乳乳幼児親子幼児親子幼児親子幼児親子・・・・10101010 組組組組))))    

8888 日（日（日（日（火火火火））））10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（8 月 5 日しめきり） 

託児つき。８月は「大人のぬりえ」

です。無心になって色をぬりまし

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/ 
 

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        ６日(日) １１日(金・祝) １３日(日)  

２０日(日) ２７日(日)  

水風船で遊ぼう水風船で遊ぼう水風船で遊ぼう水風船で遊ぼう    

（（（（小学生小学生小学生小学生））））    

2222 日（日（日（日（水水水水））））10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（８月 1 日しめきり） 

水風船で涼しく楽しく遊ぼう！ 

持ち物：タオル、お茶、帽子､ 

濡れてもよい服装、 

着がえ、サンダル 

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 歳歳歳歳～小学生～小学生～小学生～小学生））））    

7777 日（日（日（日（月月月月））））11113333::::33330000～～～～11115555::::00000000    

要申込み（8 月 5 日しめきり） 

９月のカレンダーを作るよ！自分だけ

のカレンダーを作ろう。 

草木染め草木染め草木染め草木染め    

（小学生・（小学生・（小学生・（小学生・20202020 人人人人））））    

22221111 日（日（日（日（月月月月））））11110000::::00000000～～～～11112222::::00000000    

要申込み（8月 19日しめきり） 

参加費：150 円 

世界に１つだけ。自分だけの草

木染めに挑戦してみよう！ 

水遊びをしよう水遊びをしよう水遊びをしよう水遊びをしよう！！！！    

（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（月月月月））））10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（8 月 5 日しめきり） 

水遊びで涼しくなろう♪ 

持ち物：タオル、お茶、帽子、サンダル、

着替え、濡れてもよい服装 

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    

ディアボロで遊ぼうディアボロで遊ぼうディアボロで遊ぼうディアボロで遊ぼう    

（（（（小学生・小学生・小学生・小学生・8888 人人人人））））    

11119999 日（日（日（日（土土土土））））11114:04:04:04:00000～～～～11115555:0:0:0:00000    

要申込み（8 月 18 日しめきり） 

ディアボロ（中国ごま） 

に挑戦してみませんか？ 

なおと兄さんが教えて 

くれるよ！ 

水鉄砲で遊ぼう水鉄砲で遊ぼう水鉄砲で遊ぼう水鉄砲で遊ぼう    

（小学生）（小学生）（小学生）（小学生）    

23232323 日（日（日（日（水水水水））））10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（8 月 22 日しめきり） 

的あてをしたり、チームに分かれて対戦

しよう♪ 

持ち物：タオル、お茶、帽子、サンダル、

着替え、濡れてもよい服装 

    平成２９年度 

   

 

              夏も本番。児童館でも夏まつりや水遊びなどいろいろな行事を計画しています。 

モリモリ食べて、しっかり寝て、暑さに負けず、元気いっぱい遊びに来てね。 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

   

    

  

  

  

 

 

 

                      

 

  

                                         

                                            

  

 

 

 

    

    

 

   

        

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

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    

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） 

バスボールを作ろうバスボールを作ろうバスボールを作ろうバスボールを作ろう    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み） 

13:30～15:00 

２２２２    

水風船水風船水風船水風船で遊ぼうで遊ぼうで遊ぼうで遊ぼう    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00    

３３３３    

紙すき紙すき紙すき紙すき    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～12:00    

４４４４    

手形アート手形アート手形アート手形アート    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:30 

    

    

５５５５    

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 

わくわくカプラランドわくわくカプラランドわくわくカプラランドわくわくカプラランド    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み） 

10:00～11:30 

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 

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 

６６６６    

    

休館日 

７７７７    

水遊びをしよう水遊びをしよう水遊びをしよう水遊びをしよう！！！！    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

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 

８８８８    

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 

９９９９    

 

１１１１００００    

夏まつり夏まつり夏まつり夏まつり    

（要申込み（要申込み（要申込み（要申込み））））    

10:00～12:00 

１１１１１１１１    

    

休館日 

１１１１２２２２ 

 

１３１３１３１３    

 

休館日 

１１１１４４４４    

カカカカプラで遊ぼうプラで遊ぼうプラで遊ぼうプラで遊ぼう    

10:00～17:00 

１１１１５５５５    

カカカカプラで遊ぼうプラで遊ぼうプラで遊ぼうプラで遊ぼう    

10:00～17:00 

１１１１６６６６    

うどん作りうどん作りうどん作りうどん作り    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

9:30～12:30 

１１１１７７７７    

 

１１１１８８８８    

 

１９１９１９１９    

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

10:00～11:30 

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    

デデデディアボロで遊ぼうィアボロで遊ぼうィアボロで遊ぼうィアボロで遊ぼう    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

14:00～15:00 

 

２２２２００００ 

 

休館日 

２２２２１１１１    

草木染め草木染め草木染め草木染め    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み） 

10:00～12:00 

２２２２２２２２    

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） 

２２２２３３３３    

水鉄砲で遊ぼう水鉄砲で遊ぼう水鉄砲で遊ぼう水鉄砲で遊ぼう    

（要（要（要（要申込み申込み申込み申込み））））    

10:00～11:00 

２２２２４４４４    

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    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～12:00 

 

２２２２５５５５    

 

 

２２２２６６６６    

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 

卓球卓球卓球卓球クラブクラブクラブクラブ（（（（会員制会員制会員制会員制））））    

13:30～14:30 

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 

２２２２７７７７    

 

休館日 

２２２２８８８８    

 

 

２９２９２９２９    

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） 

 

３０３０３０３０    

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    

３１３１３１３１    

 

８８８８月月月月    

９９９９月の行事予定月の行事予定月の行事予定月の行事予定    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

※申し込みは 1 か月前からです。来館にて申込みください。 

２日(土) おもちゃの病院 

３日(日) アンパンマン劇場（AM） 

     カレンダー作り（PM） 

８日(金) ０歳児こんにちは！ 

９日(土) けん玉をしよう！（PM） 

１０日(日) お月見会（ＡＭ） 

      オセロ大会（PM） 

１２日(火) ママ友サロン 

１４日(木) お話でてこい(図書館より) 

１５日(金) 出前キッズ号 in まびいきいきプラザ 

２２日(金) リズムでチャチャチャ 

２３日(土) キッズカーニバル(くらしき健康福祉プラザ) 

３０日(土) 小学生クッキング（ＡＭ） 

      バスケをしよう！（AM） 

夏まつり夏まつり夏まつり夏まつり    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも・・・・111122220000 人人人人））））    

10101010 日（日（日（日（木木木木））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み（8 月 8 日しめきり）  

参加費：100 円 

マリオさんの楽しいステージがあ

るよ！ 

ゲームをしたり、おめんを作った

り、夏まつりを楽しもう♪ 

カプラで遊ぼうカプラで遊ぼうカプラで遊ぼうカプラで遊ぼう    

（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（月月月月））））・・・・15151515 日（日（日（日（火火火火））））    

10101010::::00000000～～～～11117777:00:00:00:00    

魔法の板と言われるカプラ。創造力

を働かせて、自由にいろいろ作って

みよう! 

幼児親子クッキング幼児親子クッキング幼児親子クッキング幼児親子クッキング    

（２歳児（２歳児（２歳児（２歳児～～～～・・・・10101010 組組組組））））    

22224444 日（日（日（日（木木木木））））10101010::::00000000～～～～12121212::::00000000    

要申込み（8 月 22 日しめきり） 

参加費：200 円 

ギョーザとマンゴー・ムースプリンを

作ります。 

持ち物：エプロン、三角巾、上靴 

    お茶、タオル、マスク、箸、

    スプーン 

うどん作りうどん作りうどん作りうどん作り    

（小学生・（小学生・（小学生・（小学生・10101010 人人人人））））    

16161616 日（水）日（水）日（水）日（水）9:309:309:309:30～～～～12121212:3:3:3:30000    

要申込み（8 月 14 日しめきり） 

参加費：100 円 

おいしいうどんを作ってみよう♪ 

持ち物：エプロン、三角巾、上靴 

    お茶、タオル、マスク、箸 

８月の「バスケをしよう！」 

はお休みです。 

チョークで遊ぼう 

10:00～17:00 

・お茶と帽子は必ず持って来ましょう。 

・下記の時間以外は、お茶以外の飲食はできません。

①昼食  11：30～13：00（創作活動室） 

②おやつ 15：00～15：15（創作活動室） 

・ゲーム機は持ってこないようにしましょう。 

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））））    

1111 日・日・日・日・22222222 日・日・日・日・29292929 日日日日((((火火火火))))    

午前中午前中午前中午前中    

当日受付 

10:45～11:45 はたけのこタ

イム。30 分間は職員と一緒に

遊びましょう。 

今月のテーマは「祭り」です。 

 

バスボールを作ろうバスボールを作ろうバスボールを作ろうバスボールを作ろう    

（（（（3333 歳～・歳～・歳～・歳～・15151515 人）人）人）人）    

１日１日１日１日((((火火火火)13:30)13:30)13:30)13:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み（7 月 29 日しめきり） 

参加費：100 円 

おもちゃを入れた入浴剤作りを楽しみませ

んか。お風呂に入れるとシュワシュワして、

おもちゃがとび出します。バスボールを作

って楽しいお風呂タイムにしましょう。 

紙すき紙すき紙すき紙すき    

（小学生・（小学生・（小学生・（小学生・15151515 人）人）人）人）    

３日３日３日３日((((木木木木)10:00)10:00)10:00)10:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み（8 月１日しめきり） 

参加費：50 円 

牛乳パックで紙すきをしよう！ 

いろいろなものをすきこんで、オリ

ジナルのはがきを作りましょう。 

手形アート手形アート手形アート手形アート    

（どなたでも・（どなたでも・（どなたでも・（どなたでも・15151515 組組組組））））    

4444 日日日日((((金金金金)10:00)10:00)10:00)10:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

要申込み（8 月 2 日しめきり） 

参加費：100 円 

親子で手形や足形スタンプを押し

て、動物などに見立てて作品作りを

楽しみましょう。 

わくわくカプラランドわくわくカプラランドわくわくカプラランドわくわくカプラランド    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

5555 日（土）日（土）日（土）日（土）10101010::::00000000～～～～11111:31:31:31:30000    

要申込み（8 月 4 日しめきり） 

魔法の板と言われるカプラ。カ

プラインストラクターの日野さ

んが来てくれるよ。創造力を働

かせて、いろいろ作ってみよう! 

※遊キッズクラブの会員は参加 

 してください。 

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・15151515 組組組組））））    

30303030 日日日日((((水水水水))))10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(8 月 29 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♪ 


