
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） 

        ２１日（水・祝）  ２６日（月）  

草もち作り草もち作り草もち作り草もち作り        

（（（（どどどどなたでも・なたでも・なたでも・なたでも・70707070 人人人人））））    

４４４４日（日）日（日）日（日）日（日）10:0010:0010:0010:00～～～～11:311:311:311:30000    

※受付は 9:40～ 

要申込み（3 月 1 日しめきり） 

草もちってどうやって作るのかな？

みんなでおいしい草もちを作ってた

べましょう。 

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・１乳幼児親子・１乳幼児親子・１乳幼児親子・１5555 組組組組））））    

13131313 日日日日（（（（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（3 月 11 日しめきり） 

参加費：300 円。託児あり。 

持ち物：写真 5～6 枚 

講師の先生をお招きして、スクラップブッキングをします。子ども

たちとの思い出を、いろいろな色や形の紙で飾ってかわいいアルバ

ムにしましょう。 

出前キッズ号出前キッズ号出前キッズ号出前キッズ号    

IIIInnnn 真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市    

（（（（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））））8:08:08:08:00000～～～～10:310:310:310:30000    

実施場所：井原線吉備真備駅前広場 

遊びや工作などをするよ。 

みんな遊びに来てね！ 

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～歳～歳～歳～小学生小学生小学生小学生））））    

４４４４日日日日（（（（日日日日））））11113333::::33330000～～～～11115555::::00000000    

要申込み（3 月 3 日しめきり）    

４月のカレンダーを作るよ！ 

ぜひ参加してね。 

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/ 

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）    

９９９９日日日日（（（（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（３月 8 日しめきり）    

親子でふれあい遊びをしたり、情

報交換などをしてのんびり遊び

ましょう。 

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

１１１１日日日日（木（木（木（木））））10101010:00:00:00:00～～～～11111111:00:00:00:00    

要申込み（２月 28 日しめきり） 

講師によるリズム遊びです。親子で音楽を楽しみましょう。 

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        

（（（（小学生・１０人小学生・１０人小学生・１０人小学生・１０人））））    

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

要申込み（3 月８日しめきり） 

参加費：200 円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、

上靴、タオル、お茶 

今回は「ちびアメリカンドッグ、 

かんたんカップスープ」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    

IIIInnnn 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）    

16161616 日日日日（金）（金）（金）（金）10:010:010:010:00000～～～～11:011:011:011:00000    

要申込み（3 月 15 日しめきり）    

実施場所：まびいきいきプラザ 

ふれあい遊びや簡単な工作を

するよ。遊びに来てね！ 

子育て講話子育て講話子育て講話子育て講話    

～～～～すくすくリズムですくすくリズムですくすくリズムですくすくリズムで    

元気いっぱい元気いっぱい元気いっぱい元気いっぱい～～～～    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

20202020 日（火）日（火）日（火）日（火）10:3010:3010:3010:30～～～～10:4510:4510:4510:45    

保健師さんによる生活リズ

ムについてのお話です。 

平成 30 年度 真備児童館 

クラブ員（会員制）募集中！ 

★2 月 28 日（水）１７時１５分必着 

☆ 申 し 込 み 専 用 は が き 、 募 集 要 項 は 児 童 館 に あ り ま す 。

 平成２９年度 

   

 

 

暖かくなり、木々の芽もふくらみ春らしさを感じるころになりました。 

柔らかな日差しの中、元気いっぱい児童館で遊びましょう♪ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

    

 

  

 

 

 

 

  

                    

                            

 

 

 

 

 

 

    

 

   

        

    

    

 

 

 

 

 

 

 

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    

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    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み） 

10:00～11:00 

２２２２    

 

 

３３３３    

おもちおもちおもちおもちゃの病院ゃの病院ゃの病院ゃの病院    

9:30～12:00 

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） 

13:30～14:30 

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    

14:30～15:00 

４４４４    

草もち作り草もち作り草もち作り草もち作り    

（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 

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    

午前中午前中午前中午前中    

※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    

1111 歳児チューリップクラフﾞ歳児チューリップクラフﾞ歳児チューリップクラフﾞ歳児チューリップクラフﾞ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～11:00 

 

９９９９    

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 

 

１１１１００００ 

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 

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    

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    

真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市    

8:00～10:30 

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 

１２１２１２１２    

 

休館日 

１３１３１３１３    

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 

１４１４１４１４    

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

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:15～15:15 

１５１５１５１５    

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    

 

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    

 

１７１７１７１７    

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 

 

１８１８１８１８    

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（会員制）クラブ（会員制）クラブ（会員制）クラブ（会員制）    

①14:10～14:40 

②14:40～15:10 

１９１９１９１９    

 

休館日 

２０２０２０２０    

子育て講話子育て講話子育て講話子育て講話    

10:30～10:45 

たたたたけのこキッズけのこキッズけのこキッズけのこキッズ    

午前中午前中午前中午前中    

※たけのこタイムは

10:45～11:15    

 

２１２１２１２１    

 

休館日  

２２２２２２２２    

    

 

２３２３２３２３    

 

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 

 

２２２２５５５５    

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    

 

２６２６２６２６    

 

休館日 

 

２２２２７７７７    ２８２８２８２８    

 

２９２９２９２９    

 

３０３０３０３０    

    

３１３１３１３１    

 

３３３３月月月月    
 

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！    

（（（（５歳～小学生５歳～小学生５歳～小学生５歳～小学生））））    

2222４４４４日日日日（土）（土）（土）（土）10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（当日受付も可） 

 初心者大歓迎！ 

    動きやすい服装で 

          来てね。 

おおおお    ねねねね    がががが    いいいい    

☆☆☆☆行事の申込み行事の申込み行事の申込み行事の申込みについてについてについてについて    

・行事の申・行事の申・行事の申・行事の申込みは込みは込みは込みは１ヶ月前からです。１ヶ月前からです。１ヶ月前からです。１ヶ月前からです。    

    ・・・・来館して申込書をご記入ください。来館して申込書をご記入ください。来館して申込書をご記入ください。来館して申込書をご記入ください。参加費が必要な行事参加費が必要な行事参加費が必要な行事参加費が必要な行事は、参加は、参加は、参加は、参加

費を添えてお申込みください。費を添えてお申込みください。費を添えてお申込みください。費を添えてお申込みください。    

☆クラブや行事をお休みするときは、必ず連絡してください。☆クラブや行事をお休みするときは、必ず連絡してください。☆クラブや行事をお休みするときは、必ず連絡してください。☆クラブや行事をお休みするときは、必ず連絡してください。    

４４４４月の行事予定月の行事予定月の行事予定月の行事予定    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ７日（土） おもちゃの病院 

 ８日（日） 小学生クッキング（AM） 

カレンダー作り（PM） 

２２日（日） 倉敷っ子フェスティバル 

２５日（水） リズムでチャチャチャ 

２８日（土） バスケをしよう！ 

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）    

11111111 日日日日（日）（日）（日）（日）13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み（当日受付も可） 

白黒つけたい人集まれ！ 

ぜひ参加してね。 

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！    

（（（（どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも））））        要申込み（当日受付も可） 

３３３３日日日日（土（土（土（土））））13131313:30:30:30:30～～～～14141414:30:30:30:30    

初心者大歓迎！！動きやすい服装で、 

一輪車を持っている人は持ってきてね。 

なおと兄さんのパフォーマンスショーなおと兄さんのパフォーマンスショーなおと兄さんのパフォーマンスショーなおと兄さんの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））））    ３３３３日日日日（土）（土）（土）（土）14141414:30:30:30:30～～～～15:015:015:015:00000    

なおと兄さんがいろいろな楽しいパフォーマンスを

見せてくれるよ！みんなで見にきてね♪ 

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））））    

6666 日日日日・・・・20202020 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。 

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～～～～11:111:111:111:15555    

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をし

て楽しく遊びましょう。今月のテーマは「春」です。 

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）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

３３３３日日日日（土）（土）（土）（土）9999::::30303030～～～～12:0012:0012:0012:00    

当日受付☆無料 ※部品代は実費    

壊れたおもちゃはありませんか？※受付は 11:40 までです。 


