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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
日 曜 クラブ名 時　間

　 クラフトクラブ 1 土 クラフトクラブ 13：30～15：00

　 １3：３０～１５：００ 2 日 クッキングクラブ（偶） 10：00～12：00 「田作り・ハニーチキン・ポテトゆきだるま」《エプロン・三角巾・マスク・布きん》

 5 水 にこにこクラブ 14：15～15：15

 6 木 すみれクラブ 10：00～11：00

2 3 4 5 6 7 8
卓球クラブ 9：30～11：30

クッキングクラブ（偶） おもちゃバンク 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　９：３０～１１：３０ アルバムクラブ 10：00～11：30

１０：００～１２：００ １０：００～１１：４５ １４：１５～１５：１５ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ 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

　 めるへん文庫　１1：3０～ 12 水 わくわくクラブ 14：15～15：15

　 パステルアートクラブ　１３：３０～１５：００ 13 木 さくらクラブ 10：00～11：00

一輪車教室　１５：００～１６：００ 卓球クラブ 9：30～11：30

9 10 11 12 13 14 15
おもしろ生活クラブ 10：00～12：00

※うどん作り体験 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 折紙クラブ 13：30～15：00 「クリスマス」

１０：００～１2：３０ １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ おもしろ生活クラブ　１０：００～１２：００ 19 水
簡単クッキングクラブ(りんご・みかん)

14：15～15：30

昔あそびタイム 　 わくわくクラブ 折紙クラブ １３：３０～１５：００ すみれクラブ・さくらクラブ合同 10：00～11：30

１４：００～１５：００ 　

１４：１５～１５：１５

囲碁・将棋入門　１５：００～１６：００ さんさんクラブ 14：30～15：30

16 17 18 19 20 21 22
手芸クラブ 9：30～11：30 「フエルトで花作り」《針と糸（ある人は裁縫道具）》

※クリスマス会 おもちゃばこ＆ダンス クリスマス音楽遊び すみれ・さくらクラブ合同 おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ　９：３０～１１：３０ 卓球クラブ（７月振替） 9：30～11：30

１０：００～１１：３０ １０：００～１１：４５ 　１０：３０～１１：３０

１０：００～１１：３０

１０：００～１１：４５ 手芸クラブ　９：３０～１１：3０ チャレンジクラブ 13：30～15：00

オセロ大会 　

簡単クッキングクラブ

（りんご・みかん合同） さんさんクラブ

チャレンジクラブ　１３：３０～１５：００

１４：００～１５：００ 　 １４：１５～１５：３０ １４:３０～１５：３０

　

23 24 25 26 27 28 29

※クリスマスプチフラ

ワーアレンジメント

カプラであそぼう

10:00～11:30

ぴかぴか大そうじ

１３：３０～１４：３０

手づくりタイム

10:30～11:00

１０：００～１１：３０

　

ブレスレット＆マカロン作

り

 

　

１４：００～１５：３０
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「けん玉とレクリエーションあそび」　《動きやすい服装で・お茶》
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〒７１１－０９１１

  　　 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

　　こじまじどうかんだより

休

館

日

「シャカシャカふ～」　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「お楽しみ会」　　《動きやすい服装・お茶・手拭き》

「クリスマスクッキング」　　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「倉敷帆布工場見学」（詳しくはお手紙を参照のこと）《動きやすい服装で》

講師：西中眞一さん　　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

「すてきな服を作ろう」　　《動きやすい服装・お茶・手拭き》

「おふdeクッキング」　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「心のおそうじ新しい扉　」　《パステル》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》

「すてきな服を作ろう」　　《動きやすい服装・お茶・手拭き》

　　《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

休

館

日

「フープを使って  」　　　　　　《運動しやすい服装・お茶・上履き》

8 土
「スクラップブッキング」　《写真４～５枚・スティックのり・ペン・はさみ・筆記用具》

休

館

日

「クリスマス小物」《筆記用具・はさみ・のり・お茶》

土

20 木

22 土

15

講師：西中眞一さん　　　　《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

一輪車教室

８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

手づくりタイム

２６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

♪音を楽しもう

クリスマス ミニ コンサート

１９日(水）

１０：３０～１１：３０

倉敷市立短期大学の学生さんと一緒に

クリスマス音楽を聴いたり遊んだりしま

しょう。

どなたでも ４０組

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

４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

９日（土） 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

今年も瞬く間に過ぎていき，あっという間に今年最後の月になりました。クリスマス，冬休みと，楽しみがいっぱいワクワクの

１２月ですね。今年もたくさん遊びに来てくれて，ありがとうございした。

囲碁・将棋入門

１５日（土) １３：３０～

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

まび児童館まつりまび児童館まつりまび児童館まつりまび児童館まつり

１２月１日（土）１２月１日（土）１２月１日（土）１２月１日（土）

１１：００～１５：００（雨天決行）

場所：真備保健福祉会館駐車場

（真備支所となり）

ステージショーや遊びのコーナー、食

べ物販売など、盛りだくさんです。真備

児童館に遊びにきてね!

クリスマスプチフラワー

アレンジメント

２３日（日）

１３：３０～１４：３０

クリスマスはフラワーアレンジ

メントで素敵にお部屋を飾りま

せんか？

要申込み 参加費：５００円

対 象 どなたでも １５名

（幼児は親子で）

持ち物 花を切る用のはさみ

水切りのボウル

クリスマス会

１６日(日）１０：００～１１：３０

「人形劇団つくしんぼ」さんによる人形

劇や楽しいお話があるよ。

サンタさんも来てくれるといいね！

要申し込み

参加費５０円

対象：どなたでも １００組

ぴかぴか大そうじ

２７日（水）１０：００～１１：３０

どなたでも

要申込み・当日受付可

１年間、楽しく過ごした児童館をぴかか

に掃除して、新しい年を迎えよう。

大掃除の後はみんなで茶話会をします。

手打ちうどん作り

９日（日）

１０：００～１２：３０

小学生 ２５人 要申し込み

参加費 ２００円

持ち物：エプロン・三角巾

ふきん・はし・おわん

少年自然の家の先生と手打ち

うどんを一緒に作って食べよ

う！

昔あそびと七草かゆ昔あそびと七草かゆ昔あそびと七草かゆ昔あそびと七草かゆ

平成３１年１月６日（日）

１０：００～１１：３０

凧揚げ、かるた、けん玉、お手玉などで

遊んでみましょう。「七草がゆ」のおふる

まいがあるよ。

当日受付 参加無料

１月の予定１月の予定１月の予定１月の予定

６日（日）昔あそびと七草がゆ

８日（火） おもちゃバンク

９日（水）なかよしタイム

１２日（土）一輪車教室

１３日（日）とんどまつり

１９日（土）囲碁・将棋入門

２０日（日）卓球大会

二分の一成人式

２２日（火）子育て相談

２３日（水）手づくりタイム

２５日（金）親子音楽あそび

○オセロ大会●

１６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


