
２０１9年 《休館日》１日（月）　８日（月）　１５日（月）　２２日（月）　

４月 ２９日（月）　３０（火） 　※5/１（祝）～４日（祝）は休館日

月 火 水 木 金 土      今月のクラブ  

1 2 3 4 5 6 日 曜 クラブ名 時　間

こまであそぼう けん玉であそぼう すみれクラブ・さくらクラブ おもちゃばこ＆えほん クッキングクラブ（偶）　９：３０～１１：３０
すみれクラブ・さくらクラブ
さんさんクラブ合同 10：00～11：00

１３：３０～１５：００ １３：３０～１５：００ さんさんクラブ　合同１０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ 折紙クラブ１４：００～１５：３０ にこにこクラブ 14：30～15：30

にこにこクラブ おもちゃバンク クッキングクラブ（偶） 9：30～11：30 「簡単クリームチーズケーキ・コーンキャベツ   」《エプロン・マスク・三角巾・ふきん・お茶》

　　１４：３０～１５：３０ １０：００～１１：４５ 折紙クラブ 14:00～15:30

7 8 9 10 11 12 13 11 木 わくわくクラブ 14：30～15：30

ミュージックカラーズ なかよしタイム わくわくクラブ おもちゃばこ＆ダンス 卓球クラブ　9:30～11:30 卓球クラブ 　9：30～11：30

１０：００～１１：００ １０：３０～１１：００ １４：３０～１５：３０ １０：００～１１：４５ アルバムクラブ１０：００～１１：３０ 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 パステルアートクラブ 13：30～15：00

一輪車教室１５：００～１６：００ 14 日 おもしろ生活クラブ 10：00～12：00

14 15 16 17 18 19 20 18 木 すみれクラブ 10：00～11：00

おもしろ生活クラブ すみれクラブ おもちゃばこ＆えほん ミュージックカラーズ　 さくらクラブ 10：00～11：00

１０：００～１２：００ １０：００～１１：００１０：００～１１：４５ １５：３０～１６：３０ 簡単クッキングクラブ 14：30～15：30

オセロ大会 クッキングクラブ（奇） 9：30～11：30

１４：００～ チャレンジクラブ 13：30～15：00

21 22 23 24 25 26 27

ミュージックカ
ラーズ　９：００

手づくりタイム さくらクラブ おもちゃばこ＆ダンス クッキングクラブ（奇）　９：３０～１１：３０

あつまれ！！
こじまじどうかん

１０：３０～１１：００１０：００～１１：００１０：００～１１：４５
チャレンジクラブ

１３:３０～１５：００

～ごー！ごー！！
じどうかん～

　 簡単クッキングクラブ

９：３０～１２：００ １４：３０～１５：３０

28 29 30

※いちご大福作り

１０：００～１１：３０

「子どもの日」　　　　　　　　《筆記用具・はさみ・のり　》

「簡単クリームチーズケーキ・コーンキャベツ   」《エプロン・マスク・三角巾・ふきん・お茶》

6 土

13 土

土
「 はじめましてのレクリエーション 」《動きやすい服装・お茶・タオル》

木

「スクラップブッキング」《写真３～４枚・筆記用具・はさみ・のり・ある人はマジック》

「親子でふれあい遊び」　　　《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「ホットケーキミックスを使って」　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「親子でふれあい遊び」　　　《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「たけのこ堀り」　　　　　　　　　《詳しくは児童館まで》

「 新しい扉を描こう  」《パステル・濡れたおしぼり・ハンカチ・筆記用具・汚れてもよい服装で》

 
〒７１１－０９１１

暖かく気持ちの良いぽかぽか陽気と共に、新年度がスタートしました。いろいろな経験を重ねてみんなで成長しながら、今年
度もじどうかんでおもいっきり楽しんでいきましょう。

「はじめましての会」　　　　　《運動しやすい服装・お茶・汗ふきタオル・上履き》

「はじめましての会」　　　　　《歩きやすい服・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・汗拭きタオル》

　　こじまじどうかんだより

「春の虫や花をつくろう」　　《汚れてもよい服装で・お茶・手ふき》

　　《開館時間》午前９時～午後５時１５分

　　 児島児童館

内容・持ち物　等

4

今月のクラブ

　ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

児島小川２－２－１６
ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４
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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）

当日受付

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

※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(金）

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。

〇オセロ大会●
１４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

５月の予定

※１日（祝）～４日（祝）は休館日です

5日（日） わかばのつどい

～ごー！ごー！！じどうかん

８日（水） なかよしタイム

10日（金）おもちゃバンク

11日（土） 一輪車教室

12日（日） お花のプレゼント作り

18日（土） 卓球大会

19日（土） おもちゃの病院

22日（水） 手づくりタイム

26日（日） おでかけ児童館in三白市
いちご大福作り

２８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

あつまれ！！こじまじどうかん

～ごー！ごー！！じどうかん
２１日（日）９：３０～１２：００

当日受付 雨天決行

遊戯室

☆児島中学校吹奏楽部 ☆ミュージックカラーズ演奏

☆倉敷市立短期大学子どもの劇場

館内

★昔あそびけん玉・こま・的あて他

★ミニ工作 （くるくるレインボー・こむぎん）

館庭

●ふわふわドーム ●ボールプール●わたがしプレゼント

●おもちゃバンク

おねがい
・新年度になりましたので利用者カードの記入をお願いします。

（クラブに入っている方は申し込み時に記入しているので不要です）

・ゲーム機類や貴重品は持ってこないようにしてください。

・行事の申し込みは１か月前から受け付けます。

事務所窓口にある申込用紙へ記入してください。 又、参加費が

必要な行事は参加費を添えて窓口へお申込みください。

スタンプラリー開催

あつまれ！

こじまじどうかん！！

～ごー！ごー！！じどうかん～

期間

４月２１日（日）～５月５日（日）

１日１回スタンプ

スタンプ８個 金賞

スタンプ７個 銀賞

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・制作に挑戦しよう！
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


