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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
日 曜 クラブ名 時　間

おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ 卓球クラブ 9：30～11：30

１０：００～１１：４５ クッキングクラブ（偶）　１０：００～１２：００ クッキングクラブ（偶） 10：00～12：00

 クラフトクラブ　１３：３０～１５：００ クラフトクラブ 13：30～15：00

 6 水 にこにこクラブ 14：15～15：15

3 4 5 6 7 8 9

7 木 すみれクラブ 10：00～11:00

カプラであそぼう おもちゃばこ＆ダンス ３さいひろば すみれクラブ おもちゃばこ＆えほん おもしろ生活クラブ　 9 土 おもしろ生活クラブ 9：00～14:50

１０：００～ １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ ９：００～１４：５０ 13 水 わくわくクラブ 14：15～15：15

おもちゃバンク にこにこクラブ 一輪車教室＆一輪車ショー　 14 木 さくらクラブ 10：00～11：00

１０：００～１１：４５ １４：１５～１５：１５ １５：００～１６：００ 卓球クラブ 9：30～11：30

パステルアートクラブ 13：30～15：00

10 11 12 13 14 15 16
20 水 簡単クッキングクラブ（りんご） 14：15～15：30

おもちゃの病院 おもちゃばこ＆ダンス なかよしタイム さくらクラブ おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ すみれクラブ 10：00～11：00

１０：００～１４：００ １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ パステルアートクラブ　１３：３０～１５：００ さんさんクラブ 14：30～16：00

わくわくクラブ オセロ大会　１４：００～ 手芸クラブ 9：30～11：30

１４：１５～１５：１５ チャレンジクラブ 13：30～15：00

17 18 19 20 21 22 23
27 水 簡単クッキングクラブ（みかん） 14：15～15：30

昔あそびタイム おもちゃばこ＆ダンス えほんのひろば
すみれクラブ１０：００～１１：００

おもちゃばこ 　　手芸クラブ　　　　　９：３０～１１：３０ 28 木 さくらクラブ 10：00～11：00

１４：００～ １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ さんさんクラブ１４：３０～１６：００ バルーンアートで遊ぼう 　チャレンジクラブ　　１３:３０～１５：００

簡単クッキングクラブ

（りんご）

※消防署に行こう １０：００～１１：４５

１４：１５～１５：３０ １４:３０～１６：００

24 25 26 27 28 29 30

出前キッズ号in三白市 おもちゃばこ＆ダンス 手づくりタイム さくらクラブ おもちゃばこ＆えほん

９：００～１５：００ １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：0０ １０：００～１１：４５

簡単クッキングクラブ

（みかん）

※ハーバリウムと髪飾り作り

１４：１５～１５：３０ １０：００～１２：0０

　　こじまじどうかんだより

土

 

〒７１１－０９１１

  　　 児島児童館

2

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

「風鈴作り」　　　             《筆記用具・はさみ・のり》

「ココナッツとパインのカップケーキ　他」《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

16

23 土

「消防署に行こう！」　　 《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

　　《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

「七夕飾りを作ろう」　　　《汚れてもいい服・お茶・タオル》

「ふのお菓子」　　　　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「わたしのとくいなもの」　  《パステル・筆記用具・汚れてもよい服装で》

講師：西中眞一さん　　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

「ボールあそび」　　　　  《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「ボールあそび」　　　　  《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「新聞紙あそび」　　　　  《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

講師：西中眞一さん　　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

「大原美術館，美観地区散策」９：００武道館集合　《詳しくは手紙を参照》

休

館

日

休

館

日

土

21 木

休

館

日

「ウォールポケット」　　　《汚れてもいい服・お茶・汗ふきタオル》

休

館

日

「七夕飾りを作ろう」　　　　《汚れてもいい服・お茶・タオル》

「ふのお菓子」　　　　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「ドッジボール」　　　　　　《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「プラ板でアクセサリー」　  《色鉛筆・油性ペン・手ふき・お茶》

カプラであそぼう

３日(日）

１０：００～

みんなでカプラを

使ってあそびましょう。

当日受付

出前キッズ号in

三白市

２４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。

おもちゃの病院

１０日(日） １０：００～１４：００

こわれたおもちゃの修理を受け付

けています。

当日受付 参加費：無料

（部品代は実費です。）

子どもと一緒にどなたでも

消防署にいこう

２１日（木） １４：３０～１６：００

親子で消防署へ行ってみませんか？

場所：児島消防署

要申し込み

参加費：無料

持ち物：お茶・帽子・汗拭きタオル

おもちゃばこ七夕会

７月３日（火）

１０：００～１１：３０

「たんぽぽぐみ」のステー

ジや工作をして楽しみませ

んか？

参加費：５０円 先着５０組

要申し込み

５月卓球大会結果表５月卓球大会結果表５月卓球大会結果表５月卓球大会結果表○●

おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！

中学生の部

１位 清田 空音さん （琴浦中２年）

２位 大住 一華さん （琴浦中２年）

３位 永道 尚美さん （新田中２年）

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！

なおとお兄さんの一輪車ショーもあるよ。

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

２７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

１３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

※※※※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

５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

１７日（日） １４：００～

どなたでも

色々な昔あそびを

みんな楽しもう！

当日受付

天気や自然の移り変わりに季節の変化を感じますね。体調管理に気をつけながら，この時期ならではの自然

に触れたり，室内あそびを楽しみながら過ごしましょう。

〇オセロ大会●

１６日(土)

１４：００～

どなたでも（ルールの分かる

人・幼児は親子で）

当日受付

７７７７月の予定月の予定月の予定月の予定

3日（火） おもちゃばこ七夕会 ・おもちゃバンク

8日（日） おもちゃの病院

11日（水） なかよしタイム

14日（土） 一輪車教室

15日（日） 科学あそび・卓球大会

23日（月） パン作り教室（小学生以上）

24日（火） 子育て相談

25日（水） 手づくりタイム

鍵盤ハーモニカの達人になろう

26日（木） つくってあそぼう・おばけとあそぼう

カプラであそぼう

27日（金） 将棋入門

28日（土） そうめん流し

30日（月） ポーセラーツ

えほんのひろば

２０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

ハーバリウムと髪飾り作り

２９日（金） １０：００～１２：００

プリザーブドフラワーを使って

講師の先生が教えてくれます。

要申し込み

参加費は児童館まで。

おもちゃばこバルーンアー

トで遊ぼう

２２日（金）

１０：００～１１：４５

バルーンアートを作っても

らってみんなで楽しもう！

参加費：無料 当日受付

３さいひろば

６日（水）

１０：３０～１１：００

３歳前後の幼児親子を中心に、

ふれあいあそびや

パネルシアターなど。

参加費：無料 当日受付




