
２０１９年

８月

日 月 火 水 木 金 土        

1 2 3 日 曜 クラブ名 時　間

ボードゲームであそぼう
おもちゃばこ＆えほん＆宝さがし

１０：００～１１：４５ クッキングクラブ クッキングクラブ 　9：30～11：30

１４：００～１５：００
おもちゃバンク

１０：００～１１：４５
９：３０～１１：３０ 折紙クラブ 14：00～15：30

囲碁・将棋入門 折紙クラブ アルバムクラブ 10：00～11：30

１４：００～１５：００ １４：００～１５：３０ パステルアートクラブ 13：30～15：00

4 5 6 7 8 9 10 17 土 手芸クラブ 13：30～15：30

※夏の工作 ※木工教室 おでかけ児童館
㏌筆海クラブ

おでかけ児童館
㏌鴻の巣クラブ

おもちゃばこ＆ダンス
１０：００～１１：４５

アルバムクラブ 24 土 チャレンジクラブ 13：30～15：00

１０：００～１１：３０ １０：００～１２：００ １０：００～１２：００ １３：００～１４：００
けん玉であそぼう
１４：００～１５：００

１０：００～１１：３０

けん玉であそぼう けん玉であそぼう
かんたんおやつ作り
１３：３０～１４：３０

けん玉であそぼう
おでかけ児童館㏌憩の家

囲碁・将棋入門
パステルアートクラブ

１４：００～１５：００ １４：００～１５：００
けん玉であそぼう
１４：００～１５：００

１４：００～１５：００ １４：００～１５：００ １３：３０～１５：００

11 12 13 14 15 16 17

おもちゃばこ＆えほん 手芸クラブ

１０：００～１１：４５ １３：３０～１５：３０

オセロ大会

１４：００～

18 19 20 21 22 23 24

おでかけ児童館
㏌味っ子クラブ ※じどうかん映画会 ※木のジャングルジムを作ろう

　※夏のアルバム作り
１０：００～１１：３０

おもちゃばこ＆ダンス
＆バルーンアート

チャレンジクラブ

１０：００～１１：３０
幼児親子１０：３０～

小学生以上　１３：３０～
１０：００～１２：００

おでかけ児童館
㏌本荘あゆみクラブ

１０：００～１１：４５ １３：３０～１５：００

カプラであそぼう
１４：００～１５：００

カプラであそぼう
かんたんおやつ作り
１３：３０～１４：３０

１３：３０～１５：００ 囲碁・将棋入門 福祉体験
防災のお話
１５：４５～

１４：００～１５：００
カプラであそぼう
１４：００～１５：００

カプラであそぼう
１４：００～１５：００

１４：００～１５：００ １３：３０～

25 26 27 28 29 30 31

※カプラワークショップ ディアボロであそぼう ディアボロであそぼう ディアボロであそぼう おもちゃばこ＆えほん

午前の部
１０：００～１２：００

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

午後の部
１３：３０～１５：００

　 囲碁・将棋入門 ディアボロであそぼう 　

１４：００～１５：００ １４：００～１５：００

児島児童館
　　　　　２５日（日）

《休館日》４日（日）　１１日（祝）　１２日（月・振）　１８日（日）

10 土
「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》

「走ってあそぼう」　　             《運動しやすい服装で・お茶・汗拭きタオル》

「人権ポスター  」   《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》

《開館時間》午前９時～午後５時１５分

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

 
〒７１１－０９１１

内容・持ち物　等

3

今月のクラブ

ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

児島小川２－２－１６
ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４

土

いつの間にかセミの声が聞こえ始め、季節はすっかり夏ですね。真夏の暑さにも負けず元気いっぱい遊ぶ子供たち。思いっきり遊ん
でいっぱい食べて水分補給と休息もしっかり取りながら、体調管理に気を付けて児童館で元気に過ごしましょう。

「夏の花」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　《筆記用具・はさみ・のり》

「うどん作り」　　　　　 　　　　　　　《エプロン・三角巾・マスク・手拭き・お茶　》

こじまじどうかんだより

「ブリザーブドを使って」　　　　　 《はさみ・ある人はピンセット・お茶・手拭き》

カプラであそぼう
１９日(月）～２２日（木）

１４：００～１５：００
カプラで何ができるかな?

当日受付
対象：どなたでも（幼児は親子で）

ディアボロであそぼう
２７（火）～３０日（金）

１４：００～１５：００
デイアボロに挑戦してみよう！

当日受付

夏のアルバム作り
２２日(木）

１０：３０～１１：００
スクラップブッキングで夏の

思い出をアルバムにしてみま
せんか？

要申込み 参加費：１００円
対象：年中以上２０人

※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。

○オセロ大会●
１７日（土）
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

９月の予定

６日（金） おもちゃバンク
６日（金） 見え方相談
７日（土） おでかけ児童館㏌児島健康まつり
８日（日） お月見会

１１日（水） なかよしタイム
１５日（日） お花のプレゼント作り
１５日（日） 卓球大会
２０日（金） 子育て相談
２１日（土） じどうかんたまころがしに挑戦
２５日（水） 手作りタイム
２９日（日） おでかけ児童館㏌三白市

おでかけ児童館
７日（水） １０：００～１２：００ 筆海クラブ

８日（木） １３：００～１４：００ 鴻の巣クラブ

１９日（月） １０：００～１１：３０ 味っ子クラブ

２２日（木） １３：３０～１５：００ 本荘あゆみクラブ

いろんな児童クラブにおでかけ児童館であそび

にいきます。

木工教室
６日（火） １０：００～１２：００

いろいろな形の木の端材や木の実をつかってオリジナル
作品を作ってみよう。

要申し込み 材料費２００円
対象：小学生以上 ５０人

持ち物：ボンド・上靴・手ふき・お茶・作品を入れる袋か箱

けん玉であそぼう
５日（月）～９日（金）
１４：００～１５：００

みんなでけん玉を練習して楽しみ
ましょう。
当日受付

対象：どなたでも（幼児は親子で）

囲碁・将棋入門
２日・２３日（金）２９日（木）

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

木のジャングルジムを作ろう
２１日(水）

１０：００～１２：００
みんなで力を合わせて、木のジャングルジムを

つくってみよう！

要申込み 参加費：無料
対象：どなたでも
（幼児は親子で）

福祉体験
２４日(土）
１３：３０～

車いすの体験などができるよ！
みんなで福祉体験をしてみよう。

参加費：無料

夏の工作
５日（月）

１０：００～１１：３０
小学生以上１５人

要申し込み
参加費：１００円

カプラワークショップ
２６日(月）

午前の部 １０：００～１２：００
午後の部 １３：３０～１５：３０

たくさんのカプラを出して遊びます。
色々な作品を作ってみよう！

要申込み

参加費：無料

対象：どなたでも
（幼児は親子で）

おもちゃバンク
２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。

じどうかん映画会
２０日(火）

幼児親子 １０：３０～
小学生以上 １３：３０～

要申し込み 参加費：無料
上映後には、お楽しみもあるよ♪

おでかけ児童館
㏌憩の家

囲碁・将棋入門
９日(金）

１４：００～１５：００

児島憩の家におでかけ児童館であそびに行くよ。
囲碁・将棋に挑戦してみよう！

おもちゃばこ
＆バルーンアート

２３日(金）
１０：００～１１：４５

バルーンアートに挑戦して
みませんか？

当日受付
参加費：無料


