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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 5 6 7
日 曜 クラブ名 時　間

※おもちゃばこ七夕会 にこにこクラブ　 すみれクラブ おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ　 4 水 にこにこクラブ 14：15～15：15

おもちゃバンク １４：１５～１５：１５ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ ９：３０～１１：３０ 5 木 １歳児親子すみれクラブ 10：00～11：00

１０：００～１１：３０  クッキング（奇）クラブ　 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

8 9 10 11 12 13 14

11 水 わくわくクラブ 14：15～15：15

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
アルバムクラブ　１０：００～１１：３０

12 木 ２・３歳児親子さくらクラブ 10：00～11：00

１０：００～１４：００ １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ めるへん文庫　１１：３０～ アルバムクラブ 10：00～11：30

わくわくクラブ
パステルアートクラブ　１３：３０～１５：００

パステルアートクラブ 13：30～15：00

１４：１５～１５：１５ 一輪車教室　１５：００～１６：００
卓球クラブ 9：30～11：30

折紙クラブ 13：30～15：00

15 16 17 18 19 20 21

※科学あそび カプラであそぼう おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ

10:００～12:00 １４：００～ １０：００～１１：４５ ９：３０～１１：３０

卓球大会 けん玉であそぼう 折紙クラブ

１４：００～ １５：３０～１６：３０ １３：３０～１５：００

23 24 25 26 27 28

※パン作り

おもちゃばこ＆ダンス

１０：００～１１：４５

手づくりタイム

１０：３０～１１：００

※おばけとあそぼう

１０：００～１２：００

出前キッズ号in児島ひかり

クラブ９：３０～１１：００

※そうめん流し

①９：３０～１１：３０

子育て相談（クムレ）

１０：３０～１１：３０

ミュージックカラーズ

１１：００～

※つくってあそぼう

１０：００～１１：００

おもちゃばこ＆えほん

①１０：３０～②１１：２０～

③１２：１０～

②12:30～１４：３０ 手話入門１３：３０～１４：３０ ※鍵盤ハーモニカ

カプラであそぼう

１４：００～

１０：００～１１：４５ ボードゲームであそぼう

けん玉であそぼう

１４：００～１５：００

こまであそぼう

１５：００～１６：００

13:30～１５：００ 将棋入門１３：３０～ １５：００～１６：００

29 30 31313131

※ポーセラーツ作り

ミュージックカラーズ

１0：００～

幼児９：３０～小学生１１：００～１２：００

おもちゃばこ＆ダンス

１０：００～１１：４５

　　けん玉であそぼう　　 手話入門１３：３０～１４：３０

　　１４：００～１５：００

けん玉であそぼう

１４：００～１５：００

こじまじどうかんだより

休

館

日

  　　 児島児童館

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

 

〒７１１－０９１１

　　《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

「　水あそび　　」　　　　　　《お茶・汗ふきタオル・着替え・帽子》

講師：西中眞一さん　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

休

館

日

休

館

日

土

14

休

館

日

「水あそび」　　　　《ぬれてもよい服装で・着替え・タオル・お茶・手ふき》

「　夏の生き物　　」　　《　のり・　はさみ・筆記用具》

土7

「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》

「水あそび」　　　　《ぬれてもよい服装で・お茶・着替え・タオル》

「　花火を描こう　　」　《パステル・筆記用具・手ふき》汚れてもよい服装で

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

「夏のかざり」《　　お茶・ハンカチ　》

土

21

休

館

日

ちょっと差がつく

鍵盤ハーモニカの達人

になろう！

２５日(水）

１３：３０～１５：００

４回コースであなたも達人になれる

持ち物：鍵盤ハーモニカ

どなたでも（幼児は親子で）

大人だけでも可

要申し込み

作ってあそぼう

２６日（木）

１０：００～１１：００

小麦粉風船「コムギン」を

作ってみよう！

要申し込み

参加費 無料

対 象：４・５歳児

汚れてもいい服で

なかよしタイム

１１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

２４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

３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。

おもちゃばこ

毎週火・金

１０：００～１１：４５

親子で触れ合って自由あそび

をします。お友達をつくってね。

遊んだ後、火曜日はダンス、

金曜日は絵本の読み聞かせ

をします。

空には入道雲，戸外では元気な蝉の声。暑くなりましたね。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。お友達と一緒にあそびにきてね。

おもちゃばこ七夕会

３日（火）

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。「たんぽ

ぽ組」さんによる人形劇もありま

すよ。

要申込み 参加費：５０円

対 象：乳幼児は親子 ５０組

将棋入門

２７日（金)

１３：３０～１５：３０

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。

要申し込み・当日受付可

おもちゃの病院

８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（木）

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

そうめん流しそうめん流しそうめん流しそうめん流し

２２２２８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

服 装：ぬれてもよい服・帽子

６月オセロ大会結果表６月オセロ大会結果表６月オセロ大会結果表６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 岩津 瑛多 くん （琴浦南小１年）

２位 岩津 慎人 くん （あさひ幼稚園）

３位 門田 続海くん （児島小６年）

卓球大会

１５日（日）

１４：００～

当日受付

小学４年生以上

持ち物：お茶

・タオル

一輪車教室

１４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）

パン作り

２３日（月）

① ９：３０～１１：３０

② １２：３０～１４：３０

パンを手づくりしませんか？

要申し込み 参加費：２００円

対 象： 小学生以上各 ２０人ずつ

持ち物：エプロン・三角巾・マスク・ふ

きん・お茶

ポーセラーツ作り

３０日（月）

９：３０～幼児親子２０組

１１：００～１２：００小学生以上

３０人

オリジナルの器をつくろう！

要申し込み

参加費：１０００円程度

持ち物：手ふき・お茶

８月号は裏面を見てね８月号は裏面を見てね８月号は裏面を見てね８月号は裏面を見てね

科学あそび

１５日（日）

１０：００～１２：００

液体窒素を使った実験をし

ます。

要申し込み

参加費：無料

対 象： 小学生３年生以上

３０人

みんなで踊ろう！

夏休みの間

児童館で「ソーラン節」

「うらじゃ」

「ダンシングヒーロー」等、

みんなで踊っちゃおう！！

曲がかかったらスタート！！

夏祭りにもぜひ参加してください

ね！

対象：どなたでも

手話入門

２４日・３１日（火）

１３：３０～１４：３０

手話にチャレンジしてみ

ませんか？

当日受付

対 象：どなたでも

夏休み・昔あそび

けんだま、こま等、昔あそびに

挑戦して、腕をあげてみません

か？

当日受付

カプラであそぼう

１９・２６日（木）１４：００～

カプラで何ができるかな？

当日受付

対 象：子どもと一緒にどなたでも




