
２０１7年

7月

日 月 火 水 木 金 土         

  1
日 曜 クラブ名 時　間

 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ 卓球クラブ 9：30～11：30 《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

 アルバムクラブ　１０：００～１１：３０ アルバムクラブ 10：00～11：30 《カラーペン・はさみ・スティックのり・写真２～３枚・手ふき・筆記用具》

 らんらんクラブ　１３：３０～１５：００ らんらんクラブ 13：30～15：00 「うらじゃ」　《お茶・汗ふきタオル》

 5 水 にこにこクラブ 14：15～15：15

2 3 4 5 6 7 8
折紙クラブ（１．２年） 10：00～10：50

おもちゃばこ＆ダンス にこにこクラブ 絵本のひろば ※おもちゃばこ七夕会 折紙クラブ（１・２年）１０：００～１０：５０ 折紙クラブ（３年以上） 11：00～12：00

１０：００～１１：４５ １４：１５～１５：１５ １０：００～１０：３０ １０：００～１１：３０ めるへん文庫１０：５０～ アートクラブ 13：30～15：00

おもちゃバンク ※アロマで虫よけ 折紙クラブ（３年以上）１１：００～１２：００
13 水 わくわくクラブ 14：15～15：15

１０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ アートクラブ　１３：３０～１５：００ 13 木 幼児クラブ（すみれ） 10：00～11：00

 一輪車教室　１５：００～１６：００ 15 土 卓球クラブ 9：30～11：30 《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

9 10 11 12 13 14 15
20 木 さんさんクラブ 14：30～15：30

おもちゃの病院 おもちゃばこ＆ダンス なかよしタイム 幼児クラブ（すみれ） おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ クッキングクラブ(奇） 10：00～12：00 「チーズケーキバー」　　　《エプロン・マスク・三角巾・ふきん・お茶》

１０:００～１４：００ １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：0０ １０：００～１１：４５
※家族でダンシング１０：００～１１：００

手芸クラブ 13：30～15：30 「つまみで髪飾り」　《ボンド・はさみ・手ふき・お茶》

わくわくクラブ 卓球大会　１４：００～

１４：１５～１５：１５ 昔あそび　　１５：００～

16 17 18 19 20 21 22

カプラであそぼう ３さいひろば さんさんクラブ おもちゃばこ＆えほん

クッキングクラブ（奇）

１０:００～ １０：３０～１１：００ １４：３０～１５：３０ １０：００～１１：４５

１０：００～１２：００

将棋入門

１３：３０～１５：００

手芸クラブ

けん玉であそぼう

１５：００～１６：００

１３：３０～１５：３０

23 24 25 26 27 28 29

※パン作り

９：３０～１１：３０

おもちゃばこ＆ダンス

１０：００～１１：４５

※作って遊ぼう

１０：００～１１：００

カプラであそぼう おもちゃばこ＆えほん ※そうめん流し

※歌を歌おう

子育て相談（クムレ）

１０：３０～１１：３０

おばけと遊ぼう

１０：００～１２：００

１４：００～ １０：００～１１：４５ １０：３０～

１３：３０～１５：００ こまであそぼう

１５：００～１６：００

けんばんハーモニカ

１３：００～１５：００

将棋入門

１３：３０～１５：００

１１：２０～

ボードゲームであそぼ

う１５：００～１６：００

　

けん玉であそぼう

１５：００～１６：００

１２：１０～

30 31

※歌を歌おう

１３：３０～１５：００

ボードゲームであそぼう

１５：００～１６：００

1
2

 

〒７１１－０９１１

「ボーリング」《お茶・汗ふきタオル》

「水あそび」※雨天時は室内あそび  　《濡れてもいい服装・帽子・着替え・タオル・お茶》

　こじまじどうかんだより

  　　 児島児童館

今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ

内容・持ち物　等

　　　　《開館時間》午前９時～午後５時１５分　　　　《開館時間》午前９時～午後５時１５分　　　　《開館時間》午前９時～午後５時１５分　　　　《開館時間》午前９時～午後５時１５分

1

児島小川２－２－１６児島小川２－２－１６児島小川２－２－１６児島小川２－２－１６

ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４

ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/
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友達と楽しく過ごした１学期、心も体も大きく成長しましたね。もうすぐ待ちに待った夏休みです。今月も児童館は楽しい

行事がいっぱいです。お友達と一緒に遊びに来てね！
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土

「水あそび」※雨天時は室内あそび  　《濡れてもいい服装・帽子・着替え・タオル・お茶》

土

8 土

「おばけをやっつけろ・水鉄砲」　《濡れてもいい服装・帽子・お茶》

「水族館」　　　　《筆記用具・はさみ・のり・ある人は油性マジック》

「水族館」　　　　《筆記用具・はさみ・のり・ある人は油性マジック》

「アイスクリームを描こう」　　《パステル・のり・お手ふき》

一輪車教室

８日(土）

１５：００～１６：００

自分の目標をたてて練習

をがんばろう！

持ち物：お茶・帽子、ある人

は一輪車

どなたでも（幼児は親子で）

卓球大会卓球大会卓球大会卓球大会

１５日（土） １４：００～

当日受付 小学４年生以上

持ち物：お茶・タオル

なかよしタイム

１２日(水）

１０：３０～１１：００

親子で楽しめるわ

らべうたやふれあい

あそびなど。

当日受付

８月の予定は

うらめんに

のっています。

※※※※のしるしのあるものは，事前に申し込みが必要です。一ヶ月前から受け付けま

す。本人または保護者の方が，参加費をそえて，直接児童館に来館の上，お申し

込みください。２週間前からは本人，ご家族でなくても申し込みができます。

≪休館日≫ ３日(月） １０日(月） １７日(祝）

１８日（火） ２３日（日） ３０日（日）

おもちゃバンク

４日(火）

１０：００～１１：４５

使わなくなったおもちゃを

児童館で頂いています。そ

のおもちゃを欲しい方に差

し上げています。

当日受付

おもちゃばこ七夕会

７日（金）１０：００～１１：３０

七夕飾りを作ったり，七夕ゼリーを食

べたりします。「どりいむ合奏団」さん

による演奏もあります。

要申込み 参加費：５０円

対 象：乳幼児は親子 ５０組

持ち物：手ふき・お茶

おもちゃの病院

９日（日）１０：００～１４：００

こわれたおもちゃの修理を受け付けま

す。

当日受付 参加費：無料

（部品代は実費です）

対 象：子どもと一緒にどなたでも

おばけとあそぼう

２６日（水）１０：００～１２：００

どんなおばけと遊べるかな？

参加費：無料

対 象：どなたでも（幼児は親子で）

◎『けん玉であそぼう』

２１日・２８日（金）１５：００～

◎『こまであそぼう』

２５日（火）１５：００～

◎『ボードゲームであそぼう』

２４日・３１日（月）１５：００～

◎「カプラであそぼう」

１６日（日）１０：００～

２７日（木）１４：００～

当日受付

対 象：どなたでも

（幼児は親子で）

そうめん流しそうめん流しそうめん流しそうめん流し

２９日（土）

１０：３０～，１１：２０～，１２：１０～

流れるそうめんをすくえるかな？

要申し込み 参加費：１００円

各回４０人

対 象：どなたでも（幼児は親子で）

持ち物：おわん・はし・手ふき・お茶

・帽子

服 装：ぬれてもよい服装

子育て相談

２５日(火）

１０：３０～１１：３０

相談支援員 来館。

当日受付

６月オセロ大会結果表

おめでとうございます！

１位 川口 陽加 さん（琴浦西こども園年長）

２位 折井 颯真 さん（児島小５年）

３位 原田 亨志郎さん（児島小３年）

作ってあそぼう

２６日（水）

１０：００～１１：００

シャボン玉を作ってあ

そびましょう。

要申し込み

参加費 無料

対 象：４・５歳児

昔あそびタイム昔あそびタイム昔あそびタイム昔あそびタイム

１５日（土） １５：００～

色々な昔あそびをみんなで楽しもう！ 今月

は、けん玉と百人一首入門です！どなたで

も

歌を歌おう

７月２４日・３１日

８月７日・２１日・２８日（月）

１３：３０～１５：００

歌を歌うのが大好きな人一緒に歌いませ

んか？

上記の日程５回程度 参加可能な方。

毎回練習日に講師の先生による即興演

奏があります。

お楽しみに！

アロマで虫よけ

６日（木）１０：３０～１１：００

子どもに安全な虫よけスプレーを

一緒に作りませんか？

要申込み 参加費：３５０円

対 象： 幼児親子２０組

託児あります

８月号は裏面をみてね

絵本のひろば絵本のひろば絵本のひろば絵本のひろば

６日（木）

１０：００～１０：３０

絵本の読みきかせを

します。ぜひ、親子で

参加をしてくださいね。

当日受付

パン作り

２４日（月） ９：３０～１１：３０

パンを手づくりしませんか？

要申し込み 参加費：１５０円

対 象： 小学生以上 ２０人

持ち物：エプロン・三角巾・マスク・ふきん

家族でダンシング

１５日（土）１０：００～１１：００

家族でダンスを楽しみま

せんか？

要申し込み 参加費 無料

２０組どなたでも（幼児は親子で）

３さいひろば３さいひろば３さいひろば３さいひろば

１９日（水）

１０：３０～１１：００

３歳を対象にしたひろ

ばです。わらべうたや

ダンス親子あそびなど。

当日受付


