
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    ２日(月)  ９日(月・祝) 10 日(火) 

 16 日(月) 23 日(月)   30 日(月) 

秋まつり秋まつり秋まつり秋まつり    

（幼児親子（幼児親子（幼児親子（幼児親子、子ども５０人、子ども５０人、子ども５０人、子ども５０人））））    

18181818 日日日日（（（（水水水水））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（10 月 17 日しめきり） 

わっしょい、わっしょい！おみ

こしをかついで祭りを楽しもう

♪ 

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））））    

                                28282828 日（土）日（土）日（土）日（土）10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（10 月 2７日しめきり） 

パス！ドリブル！シュート！ 

はじめてでも楽しめるよ！ 

お話でてこい 

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

11112222 日日日日（木）（木）（木）（木）14:3014:3014:3014:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

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。 

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）    

29292929 日（日日（日日（日日（日））））15:0015:0015:0015:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

当日受付 

ゲームをしたり、技を練習するよ。

けん玉がある人は持ってきてね！ 

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、１５組、１５組、１５組、１５組））））    

17171717 日（日（日（日（火火火火））））10:10:10:10:００～１１００～１１００～１１００～１１::::００００００００    

要申込み（10 月 15 日しめきり） 

託児あり。参加費:200 円  

今回は、香りつきハロウィンキャンドルを作

ります。この１時間はお母さんの時間です。 

 

         おねがいおねがいおねがいおねがい                
・行事の申込み開始は、1 ヶ月前からです。 

来館して申込書をご記入ください。 

・参加費が必要なものは、参加費を添えてお込

みください。 

    平成２９年度 

   

 

 

           澄み切った秋空や朝夕の風の冷たさに、秋の深まりを感じます。色とりどりの落ち葉やどんぐり、 

       いわし雲…。ご家族やお友達と“秋満喫”の散歩に出かけるのも楽しそうですね。児童館で待ってます！ 

 

 

   

 

 

 

 

  

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

                                               

                                         

 当日受付 

 

 

 

    

    

 

   

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  

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    

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 

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！！！！    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

14:00～15:00 

なおと兄さんのなおと兄さんのなおと兄さんのなおと兄さんの    

パフォーマンスショパフォーマンスショパフォーマンスショパフォーマンスショーーーー    

15:00～15:30 

２２２２    

 

休館日    

３３３３    

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)    

    

４４４４    

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 

 

    

５５５５    

    

    

 

 

６６６６    

    

    

    

 

７７７７    

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 

    

 

８８８８    

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 

９９９９    

    

休館日 

１０１０１０１０    

     

    休館日 

 

１１１１１１１１    

４・４・４・４・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）    

14:15～15:15 

一輪車チャレンジタイ一輪車チャレンジタイ一輪車チャレンジタイ一輪車チャレンジタイムムムム    

（雨天中止）（雨天中止）（雨天中止）（雨天中止）    

15:30～16:30 

 

１２１２１２１２    

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 

 

１３１３１３１３    

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    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～12:00 

１４１４１４１４ 

キッズ運動会キッズ運動会キッズ運動会キッズ運動会（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

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）    

10:00～11:00 

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 

 

１５１５１５１５    

いきいきふれあいいきいきふれあいいきいきふれあいいきいきふれあい    

フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    

10:00～15:00 

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

１６１６１６１６    

 

休館日 

１７１７１７１７    

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 

 

１８１８１８１８    

秋まつり秋まつり秋まつり秋まつり    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

 

１９１９１９１９    

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 

    

 

２０２０２０２０    

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    

２１２１２１２１    

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 

    

 

２２２２２２２２ 

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

13:30～15:30 

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））））    

15:30～17:00 

    

    

    

２３２３２３２３    

 

休館日 

２４２４２４２４    

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) 

 

２５２５２５２５    

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 

    

２６２６２６２６    

1111 歳児チューリップクラブ歳児チューリップクラブ歳児チューリップクラブ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 

 

２７２７２７２７    

さつまいも掘りさつまいも掘りさつまいも掘りさつまいも掘り    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～10:30 

    

２２２２８８８８    

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 

    

２９２９２９２９    

ハロウィンパーティハロウィンパーティハロウィンパーティハロウィンパーティーーーー    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

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    

    

３０３０３０３０    

 

休館日 

３１３１３１３１    

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)    

    

    

    

10101010 月月月月    
 

11111111 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 か月前からです。 

２日(木) まきび公園で遊ぼう！ 

４日(土) おもちゃの病院 

５日(日) 小学生クッキング（AM） 

     カレンダー作り（PM） 

８日(水)  一輪車チャレンジタイム 

９日(木) ０歳児こんにちは！（AM） 

お話でてこい(図書館より)（PM）  

１２日(日) おいもパーティー（AM） 

オセロ大会（PM） 

１７日(金) 出前キッズ号 in まびいきいきプラザ 

２１日(火) ママ友サロン 

２３日(木・祝) 出前キッズ号 

in くらしき健康福祉プラザまつり 

２５日(土) バスケをしよう！（AM） 

 けん玉をしよう！（PM）  

２９日(水) リズムでチャチャチャ 

キッズ運動会キッズ運動会キッズ運動会キッズ運動会    

（４歳（４歳（４歳（４歳～～～～小学生小学生小学生小学生))))    

14141414 日（日（日（日（土土土土））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（10 月 13 日しめきり） 

（雨天の場合は遊戯室で行います。） 

リレー、玉入れなど運動会を楽しもう！ 

帽子、お茶、動きやすい服装で来てね。 

 ★遊キッズクラブの会員は参加してね。 

いきいきふれあいいきいきふれあいいきいきふれあいいきいきふれあい    

フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    

（（（（どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも））））    

15151515 日日日日（（（（日日日日））））10:0010:0010:0010:00～～～～15:0015:0015:0015:00    

場所：場所：場所：場所：倉敷市水島緑地倉敷市水島緑地倉敷市水島緑地倉敷市水島緑地福田公園福田公園福田公園福田公園    

いろいろな遊びや工作など楽しいコーナーを用意して

います！ 

ハロウィンパーティハロウィンパーティハロウィンパーティハロウィンパーティーーーー    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも、、、、子ども子ども子ども子ども７０人７０人７０人７０人））））    

29292929 日（日（日（日（日日日日））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00        

要申込み（10 月 28 日しめきり） 

トリックオアトリート！仮装して参加して

ね！ 

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歳児以上、２歳児以上、２歳児以上、２歳児以上、10101010 組組組組))))    

13131313 日日日日（金）（金）（金）（金）10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み(10 月 11 日しめきり) 

参加費:200 円 

ハロウィンにちなんだおやつをを作ります。 

持ち物:：エプロン、三角巾、上靴、お茶、ハンドタオル、マスク 

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    

３３３３日・日・日・日・24242424 日日日日・・・・31313131 日日日日（火）午前中（火）午前中（火）午前中（火）午前中    

当日受付 

いろいろなおもちゃで親子で遊ぼう。10:45～11:15 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♪ 

 今月のテーマは「ハロウィン」です。 

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））））    

25252525 日（水日（水日（水日（水））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（10 月 24 日しめきり） 

リズム遊びや楽器遊びなど、親子

で音楽を楽しみましょう。 

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))))    

11111111 日日日日（水）（水）（水）（水）15:3015:3015:3015:30～～～～16:3016:3016:3016:30    

当日受付 

一輪車にチャレンジ！一緒に

練習しましょう 

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）    

１１１１日日日日（（（（日日日日））））14:0014:0014:0014:00～～～～15151515:00:00:00:00    

要申込み（9 月 30 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！ 

なおと兄さんのなおと兄さんのなおと兄さんのなおと兄さんの    

パフォーマンスショーパフォーマンスショーパフォーマンスショー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）    

１１１１日日日日（日）（日）（日）（日）15151515:00:00:00:00～～～～15151515:30:30:30:30    

当日受付 

なおと兄さんのパフォーマ

ンスを楽しもう！ 

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歳以上５歳以上５歳以上５歳以上))))    

１１１１日日日日（日）（日）（日）（日）11110:000:000:000:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

要申込み（9 月 30 日しめきり）

11 月のカレンダーを作るよ！ 

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 まびまびまびまびいきいきプラザいきいきプラザいきいきプラザいきいきプラザ    

（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子））））    

20202020 日（日（日（日（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（10 月 19 日しめきり）

実施場所：まびいきいきプラザ   

☆みんなあそびにきてね！ 

卓球大会卓球大会卓球大会卓球大会    

                        （小学４年生以上） 

22222222 日日日日（日（日（日（日））））11115555::::33330000～～～～11117777:00:00:00:00    

要申込み(10 月 21 日しめきり) 

中高生も大歓迎です！ 

持ち物:上靴、ラケット（ある人） 

 

さつさつさつさつまいも掘りまいも掘りまいも掘りまいも掘り    

（幼児親子、（幼児親子、（幼児親子、（幼児親子、10101010 組）組）組）組）    

22227777 日日日日（金）（金）（金）（金）11110000:00:00:00:00～～～～10:3010:3010:3010:30    

要申込み(10 月 26 日しめきり)、

うんとこしょ、どっこいしょ。いも

ほり体験をしよう。 

  （らっこ母親クラブ主催） 

 


