
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））））    

3333 日（日（日（日（日日日日））））13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み（12 月 1 日しめきり） 

1 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。 

 

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、１、１、１、１5555 組組組組））））    

19191919 日（日（日（日（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（12 月 17 日しめきり） 

参加費：５０円 

託児あり。保健師さんの講話「保健師さんの講話「保健師さんの講話「保健師さんの講話「豊かな心豊かな心豊かな心豊かな心

を持つを持つを持つを持つ    子どもになるように子どもになるように子どもになるように子どもになるように」」」」とお正月お正月お正月お正月

のつるし飾りのつるし飾りのつるし飾りのつるし飾りを作ります。 

この１時間はママだけの時間。講話を聴

いたり、お正月の準備をしたり、充実し

た時間を過ごしてください！ 

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）    

11115555 日（日（日（日（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（12 月 13 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。 

 

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２歳２歳２歳児児児児～～～～、１０組、１０組、１０組、１０組））））    

7777 日（日（日（日（木木木木））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み（12 月 5 日しめきり） 

参加費：200 円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、タオ

ル、お茶、上靴 

献立：サンタさんのハヤシライス、 

ポテトサラダのケーキ 

 
 

 

●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。 

●行事やクラブをお休みするとき

は、児童館へ連絡してください。

 

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～小学生歳～小学生歳～小学生歳～小学生））））    

16161616 日日日日((((土土土土))))10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（12 月 15 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！ 

クリスマスグッズ作りクリスマスグッズ作りクリスマスグッズ作りクリスマスグッズ作り    

（①幼児親子（①幼児親子（①幼児親子（①幼児親子    ・・・・    ②小学生）②小学生）②小学生）②小学生）    

3333 日日日日（（（（日日日日））））10:0010:0010:0010:00～～～～11111111::::33330000    

要申込み（12 月 1 日しめきり） 

定員：①15 人②15 人 

参加費：①②とも 50 円 

クリスマスの飾りを作ります。幼

児と小学生は同じ時間に違う部

屋で作ります。 

まびっこすくすくげんキッズまびっこすくすくげんキッズまびっこすくすくげんキッズまびっこすくすくげんキッズ    

（（（（乳乳乳乳幼児親子）幼児親子）幼児親子）幼児親子）    

5555 日（日（日（日（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30（受付は（受付は（受付は（受付は 9:459:459:459:45～）～）～）～）    

要申込み 

工作、新聞プール、ダンボールのお部屋、試食、つりぼりなどのお楽

しみがたくさんあるよ！託児もあるので小さいお子さんがいても安

心です。●詳しくは、館内のチラシをご覧ください。 

大掃除をしよう！大掃除をしよう！大掃除をしよう！大掃除をしよう！    

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

一年のしめくくり！みんなで児

童館をピカピカに掃除して、気持

ちのいい新年を迎えよう！ 

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/ 

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        ４日(月)   １１日(月) １８日(月) 

２３日(土・祝) ２５日(月) 

年末年始  １２月２９日(金)～１月３日(水) 

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）    

10101010 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、技を練習したり

するよ。けん玉がある人は持って

きてね！ 

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））））    

20202020 日（水日（水日（水日（水））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（12 月 19 日しめきり） 

今月は講師の先生が来られます。

リズムにのって楽しく遊びましょ

う♪ 

七草つみに行こう七草つみに行こう七草つみに行こう七草つみに行こう    

（（（（2222 歳歳歳歳～～～～小学生）小学生）小学生）小学生）    

１月１月１月１月 6666 日（日（日（日（土土土土））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00

要申込み(1 月 5 日しめきり) 

暖かい服装できてください！ 

集合場所：箭田大塚古墳 

☆雨天中止 

１１１１////２成人式２成人式２成人式２成人式    

（小学４年生、２０人）（小学４年生、２０人）（小学４年生、２０人）（小学４年生、２０人）    

１月１月１月１月 14141414 日（日）日（日）日（日）日（日）10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み(1 月 12 日しめきり) 

成人の半分、10 歳をお祝いする会です。 

お祝いの式や記念品の製作、茶話会もあるよ。式に

は竹のオーケストラ竹のオーケストラ竹のオーケストラ竹のオーケストラが来てくれるよ！ 

竹のオーケストラは誰でも聴くことができます。聴

きたい方はお申込みくださいね。 

カレンダー作り（１月）カレンダー作り（１月）カレンダー作り（１月）カレンダー作り（１月）    

（（（（5555 歳～小学生歳～小学生歳～小学生歳～小学生））））    

1111 月月月月 7777 日（日（日（日（日日日日））））13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み（1 月 5 日しめきり） 

2 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。 

 

お正月遊びお正月遊びお正月遊びお正月遊びとととと    

七草がゆを食べよう七草がゆを食べよう七草がゆを食べよう七草がゆを食べよう    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも、７０人、７０人、７０人、７０人））））    

1111 月月月月 7777 日（日（日（日（日日日日））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み(１月 5 日しめきり) 

お正月遊びを楽しもう。お正月ならで

はの大江戸玉すだれも楽しめるよ。七

草がゆも食べて、無病息災を祈ろう。 

クリスマス会クリスマス会クリスマス会クリスマス会    

((((どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも、、、、120120120120 人人人人))))    

10101010 日（日（日（日（日日日日））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（12 月 9 日しめきり） 

お楽しみステージやゲームを

してクリスマスを楽しもう！ 

あの人も来てくれるかも!? 

 

地域子育て支援事業地域子育て支援事業地域子育て支援事業地域子育て支援事業    

いろどりお好み焼きいろどりお好み焼きいろどりお好み焼きいろどりお好み焼き    

                とととと    あったかスープ作りあったかスープ作りあったかスープ作りあったかスープ作り    

（（（（乳幼児親子、乳幼児親子、乳幼児親子、乳幼児親子、24242424 組組組組））））    

１月１月１月１月 11119999 日（日（日（日（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み(1 月 10 日しめきり) 

参加費：200 円 託児あり 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、 

ハンドタオル、お茶 

保護者対象の料理教室です。出来上がった

料理を親子でおいしく頂きましょう！ 

※アレルギーが気になる方は児童館まで。

    平成 29 年度 

   

 

        気温がぐっと下がり、冷たい風が吹きはじめるこの時期。「こどもは風の子」とはよく言ったもの。 

       寒さに負けずに遊ぶ姿に元気をもらっています。手洗い、うがいをしっかりし、元気に遊びに来てくださいね。 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

   

        

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                    

                                                       

  

 

  

 

    

    

 

   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

 

２２２２    

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 

３３３３    

クリスマスグッズ作りクリスマスグッズ作りクリスマスグッズ作りクリスマスグッズ作り    

①幼児親子②小学生①幼児親子②小学生①幼児親子②小学生①幼児親子②小学生    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:30 

カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー作作作作りりりり    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

13:30～15:00 

４４４４    

    

休館日 

５５５５    

まびっ子まびっ子まびっ子まびっ子    

すくすくすくすくすくすくすくすくげんげんげんげんキッズキッズキッズキッズ    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:30 

 

６６６６    

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 

７７７７    

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 

 

８８８８    

 

９９９９ 

遊キッズ遊キッズ遊キッズ遊キッズクラブ（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 

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 

１１１１００００    

クリスマス会クリスマス会クリスマス会クリスマス会    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

卓球卓球卓球卓球大会大会大会大会    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

13:30～15:00 

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 

１１１１１１１１    

 

休館日 

１１１１２２２２    

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) 

    

 

１３１３１３１３    

４・５４・５４・５４・５歳児ぞうクラ歳児ぞうクラ歳児ぞうクラ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 

１１１１４４４４    

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    

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）    

10:00～11:30 

１５１５１５１５    

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 

１６１６１６１６    

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 

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 

 

１１１１７７７７ 

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（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 

１８１８１８１８    

 

休館日 

１９１９１９１９    

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 

 

２２２２００００    

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 

 

 

２２２２１１１１    

 

２２２２２２２２    

 

 

２２２２３３３３    

 

休館日 

２４２４２４２４    

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 

２５２５２５２５    

休館日 

２６２６２６２６    

 

２７２７２７２７    

大掃除をしよう！大掃除をしよう！大掃除をしよう！大掃除をしよう！    

10:00～11:00 

２８２８２８２８    

 

２９２９２９２９    

休館日 

３０３０３０３０    

休館日 

３１３１３１３１    

休館日 

    

12121212 月月月月    
 

1111 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。 

６日(土) おもちゃの病院 

七草つみに行こう 

７日(日) お正月あそびと七草がゆを食べよう 

カレンダー作り（PM） 

１１日(木) リズムでチャチャチャ（AM） 

お話でてこい（図書館より）(PM) 

１２日(金) ０歳児こんにちは！ 

１４日(日) １/２成人式（AM） 

オセロ大会（PM） 

１６日(火) ママ友サロン 

１９日(金) 出前キッズ号 in まびいきいきプラザ 

２３日(火) たけのこキッズ 

２４日(水) お話でてこい 

２７日(土) 小学生クッキング 

２８日(日) けん玉をしよう！ 

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））））    

12121212 日（火）午前中日（火）午前中日（火）午前中日（火）午前中        

当日受付 

親子で楽しく遊ぼう。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♪今月のテーマは「ク

リスマス」です。 

卓球卓球卓球卓球大会大会大会大会    

（（（（小学４年生～小学４年生～小学４年生～小学４年生～））））    

10101010 日（日）日（日）日（日）日（日）13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み（12 月 9 日しめきり） 

中高生も大歓迎です！ぜひ、チャ

レンジしてみてください。 

持ち物：上靴、ラケット（ある人）

１月も楽し

い行事がた

くさんある

よ★ 


