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１１月
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日 月 火 水 木 金 土      今月のクラブ     今月のクラブ     今月のクラブ     今月のクラブ        

 1 2 3 4
日 曜 クラブ名 時　間

にこにこクラブ　 えほんのひろば 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ 1 水 にこにこクラブ 14：15～15：15

１４：１５～１５：１５ １０：３０～１１：００ アルバムクラブ　１０：００～１１：３０ 卓球クラブ 9：30～11：30

らんらんクラブ　１３：３０～１５：００ アルバムクラブ 10：00～11：30

らんらんクラブ 13：30～15：00

5 6 7 8 9 10 11

8 水 わくわくクラブ 14：15～15：15

カプラであそぼう 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 折紙クラブ （１・２年生）１０：００～１０：50 9 木 幼児クラブ 10：00～11：00

１０：００～１２：００ １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ めるへん文庫　１０：５０～１１：００ 折紙クラブ(１・２年生） 10：00～10:50

おもちゃバンク わくわくクラブ

出前キッズ号in

折紙クラブ （３年生～）１１：００～１２：００ 折紙クラブ(３年～） 11：00～12：00

１０：００～１１：４５ １４：１５～１５：１５

児島ブロック親子クラブ

フリーマーケット

アートクラブ　１３：３０～１５：００ アートクラブ 13：30～15：00

１０：００～１1：３０ 一輪車教室　１５：００～１６：００ 15 水
簡単クッキングクラブ（りんご） 14：15～15：30

12 13 14 15 16 17 18
幼児クラブ 10：00～11：00

おもちゃの病院 　 ３さいひろば 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 さんさんクラブ 14：30～15：30

１０：００～１４：００ 　 １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ 卓球大会１４：００～ 18 土 卓球クラブ 9：30～11：30

簡単クッキングクラブ

（りんご）

さんさんクラブ 将棋入門１５：００～ 22 水
簡単クッキングクラブ（みかん） 14：15～15：30

１４：１５～１５：３０ １４：３０～１５：３０  クッキングクラブ(奇） 10：00～12：00

19 20 21 22 23 24 25
手芸クラブ 13：30～15：30

※やきいも大会 おもちゃばこ＆ダンス 手づくりタイム

休館日

おもちゃばこ＆えほん ボードゲームであそぼう

１０：３０～１１：３０ １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００

出前キッズ号in

１０：００～１１：４５ １４：００～１５：００

昔あそびタイム  

簡単クッキングクラブ

（みかん）

プラザまつり

１４：００～  １４：１５～１５：３０ １０：００～１４：００

26 27 28 29 30

クッキングクラブ（奇） おもちゃばこ＆ダンス 　 ※太鼓ワークショップ 　

１０：００～１２：００ １０：００～１１：４５ 　 １０：３０～１１：１５ 　

手芸クラブ 子育て相談（クムレ） 　

　１３:３０～１５：３０ １０：３０～１１：３０ 　

休

館

日

「秋の植物をつかって」　《汚れてもよい服装で・お茶・手ふき》

「児島ブロック親子クラブ  フリーマーケットへ行こう」《お茶》詳しくは児童館まで

「音楽あそび」　　　　《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

16 木

「カレー作り」　　　　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

 

〒７１１－０９１１

  　　 児島児童館

4

内容・持ち物　等

今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ

　ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

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

「実習生のお姉さんたちとあそぼう」　　　《動きやすい服装・お茶・タオル》

「スクラップブッキング」　　《写真４～５枚・スティックのり・はさみ・筆記用具》

「おにごっこあそび」　《お茶・汗ふきタオル・上履き》

講師：西中眞一さん　　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

土

　　こじまじどうかんだより

休

館

日

「クリスマスガーランド」　　　《裁縫セット・手ふき・お茶》

「おからショコラ」＆豆乳おからプリン《エプロン・マスク・三角巾・ふきん・お茶》

日26

「カレー作り」　　　　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

講師：西中眞一さん　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

「音楽あそび」《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「クリスマス飾り」　《パステル》汚れてもよい服装で

「季節の折紙」　　《のり・ハンカチ・お茶》

　　《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

11 土 「季節の折紙」　　《のり・ハンカチ・お茶》

休

館

日

休

館

日

休

館

日

一輪車教室

９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）

当日受付

手づくりタイム

２２日(水）

１０：３０～１１：００

身近な素材でかんたん

玩具作り。

参加費： 無料

先着10組、当日受付

なかよしタイム

８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

子育て相談

２８日(火）

１０：３０～１１：３０

相談支援員 来館。

当日受付

※※※※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。

おもちゃバンク

７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

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

１９日（日）

１４：００～

どなたでも

色々な昔あそびをみん

なで楽しもう！

当日受付

赤や黄色に色づいた秋らしい風景が見られるようになりました。児童館の子どもたちは、光と風の中で身体を動かしな

がら、季節の変化を肌で感じています。児童館の秋も素敵ですよ。たくさん遊びにきてくださいね。

おもちゃの病院

１２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

（大人のみの持参は不可）

将棋入門

１８日（土) １５：００～

将棋に興味がある人集まれ！

やさしく手ほどきしてくれる、先輩棋士の

方が来てくれます。

囲碁もできるよ！！

要申し込み・当日受付可

やきいも大会

１９日(日）

１０：３０～１１：３０

秋の味覚を児童館でおいしく

いただきましょう！

要申し込み 参加費 １００円

どなたでも。７０人

持ち物：軍手・お茶・お手ふき 幼児親子太鼓ワークショップ

３０日（木）

１０：３０～１１：１５

太鼓の演奏を聴いたり、太鼓を叩

いたり、楽器に触れて楽しいひと時

を過ごしましょう！

要申し込み 参加料 無料

対象：幼児親子 ７０組

１２月の予定１２月の予定１２月の予定１２月の予定

５日（火） おもちゃバンク

７日（木）えほんのひろば

９日（土）一輪車教室

１０日（日）クリスマス会

１０日（日）昔あそびタイム

１２日（火）ことばの相談

１３日（水）なかよしタイム

１６日（土）オセロ大会

１６日（土）将棋入門

１７日（日）手打ちうどんを作ろう

１７日（日）クリスマスプチフラワー

アレンジメント

２０日（水）手づくりタイム

２４日（日）昔あそびタイム

２７日（水）ぴかぴか大そうじ

１０月オセロ大会結果表１０月オセロ大会結果表１０月オセロ大会結果表１０月オセロ大会結果表○●

おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！♥

１位 河合 徹心 くん （琴東小１年）

２位 光畑 琥太 くん （琴東小１年）

３位 藤田 照真くん （赤崎小１年）

３さいひろば

１５日(水）

１０：３０～１１：００

３歳前後の幼児親子を中

心に、ふれあい遊びやパネ

ルシアターなど。

参加費： 無料、当日受付

えほんのひろば

２日(木）

１０：３０～１１：００

季節や様々な年齢に合った絵

本の読み聞かせ。

参加費： 無料

当日受付

カプラであそぼうカプラであそぼうカプラであそぼうカプラであそぼう

５日（日） １０：００～１２：００

カプラをつかってみんなで遊

びましょう。

当日受付

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倉敷健康福祉倉敷健康福祉倉敷健康福祉倉敷健康福祉

プラザまつりプラザまつりプラザまつりプラザまつり

２３日（木）１０：００～１４：００

市内の児童館が福祉プラザ

に集合して遊びの出前をしま

す。

詳細はチラシをみてね。

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

児島ブロック親子クラブ児島ブロック親子クラブ児島ブロック親子クラブ児島ブロック親子クラブ

フリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケット

（場所：児島交流センター）

９日（木） １０：００～１１：３０

児島地区の親子クラブが

児島交流センターに集まります。

サーキット遊びやパネルシアター、

段ボール迷路やフリーマーケット

もありますよ。みんなで遊びにき

てね。

ボードゲームであそぼう

２５日(土）

１４：００～１５：００

いろいろなボードゲーム

があります。一緒に遊びま

しょう。

参加費： 無料、当日受付


