
２０１8年

《休館日》　１日（火）　　３日（祝）　４日（祝）　６日(日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《休館日》　１日（火）　　３日（祝）　４日（祝）　６日(日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《休館日》　１日（火）　　３日（祝）　４日（祝）　６日(日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《休館日》　１日（火）　　３日（祝）　４日（祝）　６日(日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児島児童館

日 月 火 水 木 金 土

  1 2 3 4 5
日 曜 クラブ名 時　間

 にこにこクラブ 卓球クラブ　9:30～11:30 2 水 にこにこクラブ １４：１５～１５：１５

１４：１５～１５：１５

クッキングクラブ（奇）
卓球クラブ 　９：３０～11：３０

１０：００～１２：００ クッキングクラブ（奇） １０：００～１２：００

 

※わかばのつどい
9 水 わくわくクラブ １４：１５～１５：１５

 １３：３０～１５：００ 10 木 さくらクラブ １０：００～１１：００

6 7 8 9 10 11 12
アルバムクラブ １０：００～１１：３０

おもちゃばこ＆ダンス なかよしタイム さくらクラブ おもちゃばこ＆えほん アルバムクラブ　１０：００～１１：３０
パステルアートクラブ １３：３０～１５：００

１０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ めるへん文庫１１：３０～ 16 水
かんたんクッキングクラブ(りんご） １４：１５～１５：３０

おもちゃバンク わくわくクラブ パステルアートクラブ　１３：３０～１５：００

すみれクラブ １０：００～１１：００

１０：００～１１：４５ １４：１５～１５：１５ 一輪車教室　１５：００～１６：００ さんさんクラブ １４：３０～１５：３０

13 14 15 16 17 18 19
卓球クラブ 　９：３０～11：３０

※お花のプレゼント作り おもちゃばこ＆宝さがし

かんたんクッキングクラブ

（りんご）

すみれクラブ おもちゃばこ＆宝さがし 卓球クラブ　9:30～11:30 折紙クラブ １３：３０～１５：００

１０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ １４：１５～１５：３０ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ 折紙クラブ１３：３０～１５：００ 23 水
かんたんクッキングクラブ(みかん） １４：１５～１５：３０

さんさんクラブ 卓球大会　14:00～15:00 24 木 さくらクラブ １０：００～１１：００

１４：３０～１５：３０ 将棋・囲碁入門15:00～16:00
31 木 すみれクラブ １０：００～１１：００

20 21 22 23 24 25 26
　 　

※いちご大福作り 　　 手づくりタイム さくらクラブ おもちゃばこ＆えほん

１０：３０～１１：３０ 　 １０：３０～  １１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５

昔あそびタイム 　

かんたんクッキングクラブ

（みかん）

　

１４：００～ 　 １４：１５～１５：３０

27 28 29 30 31

出前キッズ号in三白市 おもちゃばこ＆ダンス すみれクラブ

９：００～１５：００ １０：００～１１：４５ １０：００～１１：００

子育て相談（クムレ）

１０：３０～１１：３０

　 

　 　

　

　 　　 

　

「ふれあいあそび」　　　　《動きやすい服装・着替え・タオル・お茶》

「白玉フルーツポンチ」　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「児童館探検」  《動きやすい服装で・お茶・汗ふきタオル》

「白玉フルーツポンチ」　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「制作あそび」　　　　　《汚れてもいい服装・着替え・タオル・お茶》

休

館

日

休

館

日

「ふれあいあそび」　　　　《動きやすい服装・着替え・タオル・お茶》

休

館

日

19 土

「基本折り・つるでモビール」　《筆記用具・はさみ・のり・ある人は油性マジック》

講師：西中眞一さん　《ある人はラケット・お茶・汗拭きタオル》

休

館

日
17 木

《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

　こじまじどうかんだより
 　　　　　　 ７日(月）　１４日(月）　２１日(月）　２８（月） 　　　　　　 ７日(月）　１４日(月）　２１日(月）　２８（月） 　　　　　　 ７日(月）　１４日(月）　２１日(月）　２８（月） 　　　　　　 ７日(月）　１４日(月）　２１日(月）　２８（月）

　みどりの素敵な季節になってきましたね。また、新しい環境になれたこの時期に体調を崩しやすくなります。しっかりとご飯を

食べて，たっぷりと寝て、元気に過ごしてくださいね。

今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ

５月 〒７１１－０９１１

     児島小川２－２－１６

　　 ℡＆FAX　４７３－２８４４

http：//ｋｇｗｃ.or.jp/kojimaji/

 

休

館

日

休

館

日

休

館

日

休

館

日

内容・持ち物　等

「制作あそび」　　　　　《汚れてもいい服装・着替え・タオル・お茶》

「うんどうあそび」《動きやすい服装で・お茶・汗ふきタオル》

12 土

講師：西中眞一さん　《ある人はラケット・お茶・汗拭きタオル》

「ケーキ・寿司・手毬麩味噌仕立て」≪エプロン・マスク・三角巾・手ふき・ふきん・お茶≫

5 土

「 とばしてあそぼう」　　　　《お茶・手ふき》

「ぞうのエルマーになろう」　　《パステル・筆記用具・ハンカチ》

《写真３～４枚・筆記用具・はさみ・のり・ある人はマジック》

いちご大福作り

２０日（日） １０：３０～１１：３０

季節のくだもの，いちごを使った大福作りを

しましょう！

要申込み 参加費：１００円

対 象：小学生以上 ２０人

持ち物：エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶

一輪車教室

１２日(土） １５：００～１６：００

自分の目標をたてて練習をがんばろう！

当日受付 どなたでも（幼児は親子で）

持ち物： お茶・帽子・ある人は一輪車

６月の予定６月の予定６月の予定６月の予定

５日（火）おもちゃバンク

９日（土）一輪車教室

１０日（日）おもちゃの病院

１３日（水）なかよしタイム

１６日（土）オセロ大会

１７日（日）昔あそびタイム

２２日（金）バルーンアートであそぼう

２４日（日）出前キッズ号 ｉｎ三白市

２７日（水）手づくりタイム

手作りタイム

２３日(水）

１０：３０～１１：００

身近な素材でかんたん玩具作り

当日受付 先着１０組

※※※※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，料金

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。

わかばのつどい

５日（祝） １３：３０～１５：００

こどもの日にちなんだ簡単なクッキングに挑戦しよう！

要申し込み 参加費：無料

対 象：どなたでも(幼児は親子で）

持ち物：エプロン・マスク・三角巾・手ふき・お茶

卓球大会卓球大会卓球大会卓球大会

１９日（土）１４：００～

当日受付

小学４年生以上

持ち物： お茶

汗拭きタオル

出前キッズ号ｉｎ三白市三白市三白市三白市

２７日（日） ９：００～１５：００

児島７番街に児童館からチャレンジゲーム

や工作を出前します。

お花のプレゼント作り

１３日（日）１０：００～１１：００

色とりどりの花を生けて素敵に部屋を飾りませんか？

要申込み 参加費 ５００円

対象：どなたでも （幼児は親子で） １５人

持ち物：花を切る用のはさみ、水切りボウル

なかよしタイム

９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

●○４月オセロ大会結果表○●

おめでとうございます！

１位 前川 侑輝 さん （葦高小１年）

２位 木下 大也 さん （琴浦西小５年）

３位 小島 菜々美 さん （ 就実中１年）

おもちゃバンク

８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

２０（日）

１４：００～１５：００

色々な昔あそびをみんなで楽しもう！

どなたでも 当日受付

将棋・囲碁入門

１９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

おもちゃばこ＆宝さがし

１５日（火）・１８（金）１０：００～１１：４５

児童館で宝さがしをしよう！！

プレゼントもあるよ！！

当日受付 参加 無料

対象：どなたでも（幼児は親子で）

子育て相談

２９日(火）

１０：３０～１１：３０

相談支援員来館。

当日受付

お礼

倉敷っ子フェスティバルでは

たくさんの方にご参加いた

だきましてありがとうござい

ました。

また、準備から片づけまで

ボランティアの方々のご協

力に心からお礼申しあげま

す。

５月も、楽しい行事を用意し

てみなさんをお待ちしており


