
２０１8年 《休館日》１日（月）　８日（祝）　９日（火）　１５日（月）　《休館日》１日（月）　８日（祝）　９日（火）　１５日（月）　《休館日》１日（月）　８日（祝）　９日（火）　１５日（月）　《休館日》１日（月）　８日（祝）　９日（火）　１５日（月）　
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日 月 火 水 木 金 土         

1 2 3 4 5 6
日 曜 クラブ名 時　間

おもちゃばこ＆ダンス にこにこクラブ　 すみれクラブ おもちゃばこ＆えほん クッキングクラブ（偶）１０：００～１２：００
3 水 にこにこクラブ 14：15～15：15

１０：００～１１：４５ １４：１５～１５：１５ １０：００～１０：５０ １０：００～１１：４５ クラフトクラブ（8月振替） すみれクラブ 10：00～10：50

おもちゃバンク さくらクラブ  １３：３０～１５：００ さくらクラブ 11：00～11：50

１０：００～１１：４５ １１：００～１１：５０  クッキングクラブ(偶） 10：00～12：00

7 8 9 10 11 12 13
クラフトクラブ（８月振替） 13：30～15：00

※親子パン作り なかよしタイム ※ママさんスクラップ おもちゃばこ＆えほん アルバムクラブ１０：００～１１：３０
10 水 わくわくクラブ 14：15～15：15

１４：００～１５：３０ １０：３０～１１：００ １０：００～１２：００ 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 17 水 簡単クッキングクラブ（りんご） 14：15～15：30

14 15 16 17 18 19 20
さくらクラブ（７月振替） 10：00～11：00

昔あそびタイム おもちゃばこ＆ダンス ※音を楽しもう さくらクラブ（７月振替） おもちゃばこ＆えほん おもしろ生活クラブ さんさんクラブ 14：30～15：30

１４：００～ １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ ９：１５～１２：００ おもしろ生活クラブ 9：15～12：00

簡単クッキングクラブ

（りんご）

さんさんクラブ 育児相談 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ 卓球クラブ 9：30～11：30

１４：１５～１５：３０ １４:３０～１５：３０ １０：００～１１：００ 将棋入門１３：３０～１５：００ 24 水
簡単クッキングクラブ（みかん） 14：15～15：30

21 22 23 24 25 26 27
25 木 すみれ・さくらクラブ合同 10：00～11：３0

※ハロウィンパーティー 手づくりタイム すみれ・さくらクラブ ※おもちゃばこ運動会 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ 卓球クラブ 9：30～11：30

１０：００～１１：３０ １０：３０～１１：００ 　　　合同遠足 １０：００～１１：３０ 手芸クラブ　９:３０～１１：３０ 27 土 手芸クラブ 9：30～11：30

オセロ大会

簡単クッキングクラブ

（みかん）

１０：００～１１：３０ チャレンジクラブ１３：３０～１５：００ チャレンジクラブ 13：30～15：00

１４：００～ １４：１５～１５：３０ 31 水 わくわくクラブ（７月振替） 14：15～15：15

28 29 30 31

出前キッズ号in三白市 おもちゃばこ＆ダンス わくわくクラブ

１０：００～１１：４５ 　　　（７月振替）

１４：１５～１５：１５

休

館

日

色づく木の葉に、地面に重なる落ち葉や木の実。季節はすっかり秋ですね。運動場の端には、どんぐりも落ちているよ！児童館では

秋を楽しむ行事をたくさん用意してます。みんな遊びに来てね。

「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》

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

「ボールを使って　」　                     《お茶・汗ふきタオル・上履き》

13 土

「わたしの木をかこう」 《パステル・筆記用具・汚れてもよい服装で・お茶・手ふき》

4 木

「カレー作り」　　　　    《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

休

館

日

休

館

日

休

館

日

休

館

日

休

館

日

「魚を作ってあそぼう」　                 《汚れてもいい服装・お茶・タオル　》

18 木

20 土

「　おもしろ運動会」　　　　         《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「ハロウィンであそぼう」　     《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》

　　こじまじどうかんだより

「刺繍」　　    《裁縫セット・刺繍針・刺繍糸・手ふき・お茶》

「パン作り」          《エプロン・マスク・三角巾・ふきん・お茶》

「秋の遠足－中山公園ー」《歩きやすい服・お弁当・お茶・汗ふきタオル》

「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》

「ミニピザ作りin少年自然の家」　     《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》

「生花にチャレンジしてみよう」　         《汚れてもよい服装で・お茶・手ふき》

「わらべうたであそぼう」 《動きやすい服装で・お茶・手ふき》

 

〒７１１－０９１１

  　　 児島児童館

「こむぎん」　　 《汚れてもよい服装で・お茶・手ふき》

「わらべうたであそぼう」 《動きやすい服装で・お茶・手ふき》

6 土

一輪車教室

１３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）

手づくりタイム

２４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

１０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

育児相談

１９日(金）

１０：００～１１：００

子育て支援センターより来館

身長体重測定あります。

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

２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

１４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

ママさんスクラップ

１１日(木)

１０：００～１２：００

写真を使って素敵なスクラップ

ブッキングを作りませんか？

参加費：200円

要申し込み

持ち物：写真2～３枚

※託児あり

将棋入門

２０日（土) １３：３０～15:00

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。

ハロウィンパーティー

２１日（日）

１０：００～１１：３０

メリーバスライドさんとあそぼう！

合言葉を言ったら、なにかいいこ

とがまっているよ！

要申し込み

参加費無料

対象：どなたでも70人

(幼児は親子で)

１１月の予定１１月の予定１１月の予定１１月の予定

６日（火） おもちゃバンク

１0日（土）一輪車教室

14日（水） なかよしタイム

16日（金）ことばの相談

17日(土） 将棋入門

18日(日)やきいも大会・消防車がやってくる

18日（日）卓球大会

27日（火） 子育て相談

28日（水）手づくりタイム

29日（木） 太鼓ワークショップ

親子でパン作り

７日(日）

１４：００～１５：３０

本格的丸パンを作って食べよう！

要申し込み

参加費：一人２００円

親子合わせて３２人

持ち物：エプロン・マスク・三角巾

・手ふき

音を楽しもう

１７日（水）

１０：３０～１１：００

市立短大の学生さんたちと

いろんな楽器で音楽に触れ

あいましょう。

要申込み ４０組

参加費 無料
出前キッズ号in三白市

２８日(日）

９：００～１５：００

児島７番街にチャレンジゲームや

工作を出前します。

遊びに来てね！

おもちゃばこ運動会

２６日(金)

１０：００～１１：３０

ダンスやかけっこをして楽しく身体を

動かしましょう。

要申し込み：参加費 ５０円

持ち物：お茶・汗拭きタオル

上履(必要な人）

親子とも動きやすい服装で

○オセロ大会●

２１日（日）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


