
２０１９年

５月

日 月 火 水 木 金 土        

1 2 3 4 日 曜 クラブ名 時　間

さくらクラブ 10：00～11：00

にこにこクラブ 14：30～15：30

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

5 6 7 8 9 10 11 すみれクラブ 10：00～11：00

※わかばのつどい なかよしタイム さくらクラブ おもちゃばこ＆ダンス アルバムクラブ１０：００～１１：３０ わくわくクラブ 14：30～15：30

～ごー！ごー!!じどうかん～ 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 卓球クラブ 　9：30～11：30

１０：００～１１：３０ にこにこクラブ おもちゃバンク 一輪車教室１５：００～１６：００ クラフトクラブ 14：00～15：30

１４：３０～１５：３０ １０：００～１１：４５ さくらクラブ 10：00～11：00

12 13 14 15 16 17 18 簡単クッキングクラブ（りんご） 14：30～15：30

※お花のプレゼント作り すみれクラブ おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ９：３０～１１：３０ 24 金 簡単クッキングクラブ（みかん） 14：30～15：30

１０：００～１１：３０ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ クラフトクラブ１４：００～１５：３０ 30 木 すみれクラブ 10：00～11：00

わくわくクラブ 子育て相談 卓球大会１５：３０～

１４：３０～１５：３０ １０：００～１１：３０

19 20 21 22 23 24 25

おもちゃの病院 手づくりタイム さくらクラブ おもちゃばこ＆ダンス 囲碁・将棋入門

１０：００～１４：００ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ １５：００～
　

簡単クッキングクラブ
（りんご）

簡単クッキングクラブ
（みかん）

１４：３０～１５：３０ １４：３０～１５：３０

26 27 28 29 30 31

おでかけ児童館 すみれクラブ おもちゃばこ＆えほん

in三白市 １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５

９：００～１５：００

「小麦粉粘土あそび」　 《動きやすい服装で・お茶・手ふき》

木

講師：西中眞一さん　　《ある人はラケット・お茶・汗拭きタオル》

「小麦粉粘土あそび」　 《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「白玉粉をつかって」　  《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「走らせビー玉」　　　　 《汚れてもよい服装で・お茶・手ふき》
土

さわやかな風に、暖かい日差し。外遊びやお散歩が楽しい季節になりました。戸外で過ごす時間を少しずつ増やしながら、じどうか
んで遊びましょう。

「風船あそび」　　　　　 《運動しやすい服装・お茶・汗ふきタオル・上履き》

「運動あそび」　　　　　 《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

　こじまじどうかんだより

「運動あそび」　　　　　 《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

16 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》

「とばしてあそぼう」　　 《汚れてもよい服装で・お茶・手ふき》

「一日動物になるとしたら  」　《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》

休
館
日

23

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

18

「白玉粉をつかって」　  《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

《開館時間》午前９時～午後５時１５分

児島児童館
６日（月・振）　７日（火）　１３日（月）　２０日（月）　２７日（月）

《休館日》１日（祝）　２日（木）　３日（祝）　４日（祝）

11 土

 
〒７１１－０９１１

内容・持ち物　等

9

今月のクラブ

ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

児島小川２－２－１６
ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４

木

一輪車教室
１１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
２２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
８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
１０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。

卓球大会
１８日（土）
１５：３０～

小学四年生以上
当日受付

持ち物：お茶

６月の予定

７日（金） おもちゃバンク
8日（土） 一輪車教室

12日（水） なかよしタイム

15日（土） オセロ大会

22日（土） 囲碁・将棋入門

25日（火） おでかけ児童館inヤンチャ―ズ

26日（水） 手づくりタイム

30日（日） おでかけ児童館in三白市

お花のプレゼント作り
１２日（日） １０：００～１１：３０

色とりどりの花を生けて素敵に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 （幼児は親子で） １５人

持ち物：花を切る用のはさみ、水切りボウル

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）

じどうかんに来たら，１日１回スタンプが

もらえるよ♪

スタンプ８個 金賞

スタンプ７個 銀賞

わかばのつどい～ごｰ！ご-!!じどうかん～
５日（祝） １０：００～１１：３０

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

子育て相談
１７日(金）

１０：００～１１：３０

相談支援員 来館

当日受付

囲碁・将棋入門
２５日(土）
１５：００～

囲碁・将棋に興味がる人集まれ！
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。

当日受付

おもちゃの病院
１９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：子供と一緒にどなたでも

おでかけ児童館㏌三白市
２６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！

お礼
あつまれ‼こじまじどうかん
ではたくさんの方にご参加
いただきましてありがとう
ございました。
また、準備から片付けま
でボランティアの方々のご
協力に心からお礼申し上
げます。
５月も、楽しい行事を用意
してみなさんをお待ちして
おります。


