
２０１９年

６月

日 月 火 水 木 金 土   

   1 日 曜 クラブ名 時　間

卓球クラブ９：３０～１１：３０ 卓球クラブ 　9：30～11：30

クッキングクラブ（偶）９：３０～１１：３０ クッキングクラブ（偶） 　9：30～11：30

折紙クラブ１４：００～１５：３０ 折紙クラブ 14：00～15：30

すみれクラブ 10：00～11：00

2 3 4 5 6 7 8 にこにこクラブ 14：30～15：30

　 　 おでかけ児童館 すみれクラブ おもちゃばこ＆えほん おもしろ生活クラブ 8 土 おもしろ生活クラブ  9：00～15：00

　 in鴻の巣クラブ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ ９：００～１５：００ さくらクラブ 10：00～11：00

　 　 １５：３０～１６：３０ にこにこクラブ おもちゃバンク 一輪車教室 わくわくクラブ 14：30～15：30

１４：３０～１５：３０ １０：００～１１：４５ １５：００～１６：００ 卓球クラブ 　9：30～11：30

9 10 11 12 13 14 15 手芸クラブ 13：30～15：30

　
なかよしタイム
10：30～11：00 さくらクラブ おもちゃばこ＆ダンス 卓球クラブ９：３０～１１：３０ すみれクラブ 10：00～11：00

親子で警察署見学
14：00～15：00 １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ 手芸クラブ１３：３０～１５：３０ さんさんクラブ 14：30～15：30

おでかけ児童館in筆海クラブ わくわくクラブ 　 オセロ大会　１４：００～ 22 土 チャレンジクラブ 13：30～15：00

１５：３０～１６：３０ １４：３０～１５：３０ 　 さくらクラブ 10：00～11：00

16 17 18 19 20 21 22 簡単クッキングクラブ（りんご） 14：30～15：30

　 すみれクラブ おもちゃばこ＆えほん チャレンジクラブ 28 金 簡単クッキングクラブ（みかん） 14：30～15：30

　 １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ １３：３０～１５：００

　 さんさんクラブ おでかけ児童館in緑丘クラブ 囲碁・将棋入門

１４：３０～１５：３０ １６：００～１７：００ １５：００～

23 24 25 26 27 28 29

※おでかけ児童館 おでかけ児童館 手づくりタイム さくらクラブ おもちゃばこ＆ダンス

in緑丘小学校体育館 inヤンチャ―ズ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５

ＪＵⅯＰ-ＪＡＭ  (ジャンジャン) １０：００～１１：００ 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）

10：00～(3歳児以上の幼児親子)
10：45～(小学生) １４：３０～１５：３０ １４：３０～１５：３０

30

おでかけ児童館

in三白市

９：００～１５：００

今月のクラブ

ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

児島小川２－２－１６
ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４

木

児島児童館
３日（月）　１０日（月）　１７日（月）　２４日（月）

《休館日》

 
〒７１１－０９１１

内容・持ち物　等

1 土

講師：西中眞一さん　　《ある人はラケット・お茶・汗拭きタオル》

「寒天とゼラチンを使ってお菓子作り」　  《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「水辺の生き物」　 《のり・ハサミ・筆記用具》

休
館
日

20

休
館
日

休
館
日

休
館
日

15

27

    あっという間に春は過ぎ去り季節は梅雨に移り変わりました。
気候の変化はありますが、体調管理に気をつけながら梅雨の季節も楽しんで過ごしていきましょう。

「カエルになってあそぼう」 《運動しやすい服装・お茶・汗ふきタオル・上履き》

「ボールあそび」　　《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

「ボールあそび」　　《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

　 　 　

13 木

「大原美術館と美観地区散策」９：００武道館集合　《詳しくは手紙を参照》

「牛乳パックを使って」　　 《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

6

「ゼリー作り」　  《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

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》

「音あそび」　 《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「まねっこあそび」　　　《運動しやすい服装・お茶・汗ふきタオル・上履き》

「基本縫い」 　《針と糸ある人は裁縫セット・お茶・手ふき》
土

「ゼリー作り」　  《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「鬼ごっこ」　　　　　 《運動しやすい服装・お茶・汗ふきタオル・上履き》

「音あそび」　 《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》
 木

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・ある人は一輪車を
持ってきてね。

おもちゃばこ七夕会
７月５日(金）

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。「ドリーム合

奏団」による演奏もあります。

要申し込み

参加費： ５０円
対 象：どなたでも（幼児は親子で）５０組
持ち物：手拭き，お茶

※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
７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。

当日受付

オセロ大会

１５日（土）

１４：００～

ルールのわかる人なら

どなたでも（幼児は親子で）

当日受付

7月の予定

５日（金） おもちゃばこ七夕会
５日（金） おもちゃバンク

１０日（水） なかよしタイム

１４日（日） おもちゃの病院

１４日（日） 卓球大会

１９日（金） 子育て相談

２６日（金） おばけとあそぼう

２７日（土） 夏まつり

～木であそぼう～

おでかけ児童館
ジャン ジャン

運動あそびＪＵＭＰ－ＪＡＭがやってくる
22日（土）15:00～16:00 ｉｎ二万小学校体育館(３歳児以上の幼児親子と小学生対象）

23日（日）10:00～10:30(３歳児以上の幼児親子対象）iｎ緑丘小学校体育館

10:45～11:35(小学生対象） iｎ緑丘小学校体育館

23日（日）14:00～14:30(３歳児以上の幼児親子対象)ｉｎくらしき健康福祉プラザ体育館

14:45～15:35(小学生対象)ｉｎくらしき健康福祉プラザ体育館

参加費 無料

※いずれも申し込みが必要です

詳しくは児童館まで

ＪＵⅯＰ－ＪＡＭ（ジャンジャン）がやってきます。
身体を動かすことの楽しさをみんなで味わいましょう。
東京の児童館の方が指導に来てくれます。

対象：幼児親子向き（幼児親子）・小学生向き（小学生）
持ち物：お茶・タオル・屋内シューズ・運動ができる服装

“ＪＵⅯＰ－ＪＡＭ”（ジャンジャン）とは

一般財団法人 児童健全育成財団とスポーツ用品メーカー ナイキがパートナーを組み，新

しいプログラムを通じて運動遊びの素晴らしさをお届けしています。“ＪＵⅯＰ－ＪＡＭ”プログ

ラムは子どもたちに遊びの魅力を伝え，より幸せで健康的な人生を歩むための自己肯定感

やスキルを養います。
囲碁・将棋入門

２２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

おでかけ児童館

㏌三白市
３０日(日）

９：００～１５：００

児島７番街にチャレンジゲームや工作
のおでかけ児童館

遊びに来てね！

おでかけ児童館
㏌鴻の巣クラブ

５日(水）
１５：３０～１６：３０

鴻の巣クラブ(琴浦西小学校学童ク
ラブ)に, おでかけ児童館であそびに
いきます。

おでかけ児童館

㏌ヤンチャ―ズ

（郷内公民館）
２５日(火）

１０：００～１１：００

ヤンチャ―ズ（郷内親子クラブ）にお
でかけ児童館であそびにいきます。

親子で警察署見学
１２日(水）

１４：００～１５：００

親子で警察署見学に行ってみませんか？

児島警察署 （現地集合現地解散）

要申し込み：親子合わせて30人

持ち物：お茶・帽子

おでかけ児童館
㏌筆海クラブ

１２日(水）
１５：３０～１６：３０

筆海クラブ(下津井西小・下津井東
小学校学童クラブ)に, おでかけ児
童館であそびにいきます。


