《休館日》５日（月）１２日（月）１９日（月）

２０１8年

こじまじどうかんだより

児島児童館

２１日（祝）２６日（月）

3月

〒７１１－０９１１

日ごとに暖かくなり、春を感じられる季節になりました。一年もあっという間で、児童館に来るみなさんの表情や行動にも、大
きな成長を感じます。児童館でもたくさんの思い出をつくって、春を迎えましょう！！

児島小川２－２－１６
ＴＥＬ＆FAX ４７３－２８４４

《開館時間》午前９時～午後５時１５分

ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/
日

月

火

水

木

金
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土
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3
日 曜

※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。
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おもちゃばこ＆ダンス

にこにこ・わくわく・さんさん

今月のクラブ

今月のクラブ

幼児クラブおわかれ会 おもちゃばこ＆えほん

クラブ名

「カプラワークショップ」＆「マイランチョンマット作り」

幼児クラブ

1
１０：００～１１：３０

１０：００～１１：４５

《お米１合・汁椀２つ・お皿・お箸またはスプーン・フォーク・お茶・手ふき》

らんらんクラブ １３：３０～１５：００

8

10:00～11:30

木 おわかれ会

アルバムクラブ １０：００～１1：３０

9：30～11：30 講師：西中眞一さん

卓球クラブ

９：５０～１２：００

土 アルバムクラブ

4

水 おもしろ生活クラブ

7

水

10

9
えほんのひろば

おもちゃばこ＆えほん

１０：３０～１１：００

１０：００～１１：４５

折紙クラブ （１・２年生）１０：００～１０：50

13：30～15：00 「おわかれレクリエーション」

※科学あそび

折紙クラブ （３年生～）１１：００～１２：００

にこにこ・わくわく・かんたん
クッキングクラブ合同お別れ
会

14：15～15：30

合同おわかれ会

１０：００～１１：４５

１４：１５～１５：３０

アートクラブ １３：３０～１５：００

折紙クラブ(１・２年生）

10：00～10:50 「思い出の作品づくり」

《のり・ペン・ハンカチ・お茶》

10 土 折紙クラブ(３年～）

11：00～12：00 「思い出の作品づくり」

《のり・ペン・ハンカチ・お茶》

13

めるへん文庫 １０：５０～１１：００
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15

16

17

おもちゃばこ＆ダンス

なかよしタイム

３さいひろば

おもちゃばこ＆えほん

１０：００～１１：４５

１０：３０～１１：００

１０：３０～１１：００

１０：００～１１：４５

休
館
日

《動きやすい服装・お茶・タオル》
《詳細は手紙を参照》

かんたんクッキングクラブ

アートクラブ

１０：００～１１：００

9：50～12：00 「野崎家雛めぐり」

おもちゃバンク

一輪車教室 １５：００～１６：００

12

《写真４～５枚・スティックのり・はさみ・筆記用具》

１０：００～１１：４５

休
館
日

11

《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

10：00～1１：30 「スクラップブッキング」

3

らんらんクラブ
おもしろ生活クラブ

内容・持ち物 等

時 間

卓球クラブ ９：３０～１１：３０

卓球クラブ ９：３０～１１：３０
卓球大会

17 土 卓球クラブ

１４：００～

「人形劇つくしんぼ公演」＆「スタンプでマイバッグ作り」

《汚れてもいい服装で。手ふき・お茶》

13：30～15：00 「私のトリセツ」 《パステル》汚れてもよい服装で
9：30～11：30 講師：西中眞一さん

クッキングクラブ(奇） 10：00～12：00

《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

「きなこの豆腐アイスクリーム・チョコクッキーマフィン」
《エプロン・マスク・三角巾・ふきん・お茶》

24 土
出前キッズ号inぴよぴよクラブ

将棋・囲碁入門 １５：００～

手芸クラブ

13：30～15：30 「箸入れ」

《裁縫セット・手ふき・お茶》

１０：００～１１：２０
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19

20

21

22

23

24

一輪車教室
※もちつき大会
１１：００～１２：３０

昔あそびタイム

おもちゃばこ＆ダンス

休
館
日

おもちゃばこ＆えほん クッキングクラブ（奇）１０：００～１２：００

３さいひろば

休
館
日

１０：００～１１：４５

１０：３０～１１：００

１０：００～１１：４５

手芸クラブ １３:３０～１５：３０

１５：００～

25

26

27

ボードゲームであそぼう

１４：００～１５：３０

休
館
日

28

おもちゃばこ＆ダンス
１０：００～１１：４５
子育て相談（クムレ）
１０：３０～１１：３０
こまであそぼう
１４:００～１５：３０

29

30

31

手づくりタイム

カプラであそぼう

おもちゃばこ＆えほん

※春休みお楽しみ公演

１０：３０～１１：００

１４：００～１５：３０

１０：００～１１：４５

１０：００～１１：００

ディアボロであそぼう

けん玉であそぼう

１４：００～１５：００

１４：００～１５：３０

１０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

将棋・囲碁入門

おもちゃバンク
６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

えほんのひろば

なかよしタイム

８日(木）
１０：３０～１１：００

１４日(水）
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

２月オセロ大会結果表○●
２月オセロ大会結果表
♥おめでとう！！
おめでとう！！♥
おめでとう！！
小学生の部

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

１位 森 朝希さん （味野小５年）
２位 三田実來さん （赤崎小２年）
３位 髙橋 華音里さん （天城小３年）

科学あそび
３さいひろば

子育て相談
手づくりタイム

１５・２２日(木）
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。

２７日(火）
１０：３０～１１：３０
相談支援員 来館。
当日受付

１７日（土) １５：００～
将棋・囲碁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。
要申し込み・当日受付可

２８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

１１日（日）
１０：００～１１：００
工作で割れないシャボン
玉を作るよ！！
参加費 ：１０円
要申し込み、２０人

◎『昔あそびタイム』
１８日（日）１５：００～
◎『ボードゲームであそぼう』
２５日（日）１４：００～１５：３０
◎『こまであそぼう』
２７日（火）１４：００～１５：３０
◎『ディアボロでそぼう』
２８日（水）１４：００～１５：００
◎『カプラであそぼう』
２９日（木）１４：００～１５：３０
◎『けん玉であそぼう』
３０日（金）１４：００～１５：３０
対 象：どなたでも（幼児は親子で）
当日受付

もちつき大会
18日(日）１１：００～１２：３０
きねとうすを使って、ぺったんぺったん
おもちをつくよ！
要申し込み 参加費：１００円
対象：どなたでも
（幼児は親子で） ５０人
持ち物：手ふき・お茶・おもちを入れる容器

４月の予定
春休みお楽しみ公演

お知らせ
平成30
平成30年度のクラブ
30年度のクラブ
入会手続きは、
３月１５日（木）１７時１５分
までです。

３１日（土）１０：００～１１：００
めるへん児島のみなさんによる楽しい
お話しや人形劇があります！
要申し込み 参加費無料
対象：どなたでも
１００人

3日（火） おもちゃバンク
11日（水）なかよしタイム
14日（土）一輪車教室
15日（日）オセロ大会
22日（日）倉敷っ子フェスティバル
24日（火）子育て相談
25日（水）手づくりタイム

