
２０１９年

７月

日 月 火 水 木 金 土        

1 2 3 4 5 6 日 曜 クラブ名 時　間

おでかけ児童館おもちゃばこ すみれクラブ ※おもちゃばこ七夕会 卓球クラブ９：３０～１１：３０ １歳児親子すみれクラブ 10：00～11：00

㏌児島市民交流センター １０：００～１１：００ １０：００～１１：３０ クッキングクラブ９：３０～１１：３０ にこにこクラブ 14：30～15：30

１０：００～１１：３０ にこにこクラブ おもちゃバンク クラフトクラブ１４：００～１５：３０ 卓球クラブ 　9：30～11：30

１４：３０～１５：３０ １０：００～１１：４５ クッキングクラブ   9：30～11：30

7 8 9 10 11 12 13 クラフトクラブ 14：00～15：30

おでかけ児童館おもちゃばこ さくらクラブ おもちゃばこ＆ダンス パステルアートクラブ ２・３歳児親子さくらクラブ 10：00～11：00

㏌児島市民交流センター １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ １３：３０～１５：００ わくわくクラブ 14：30～15：30

１０：００～１１：３０ わくわくクラブ 13 土 パステルアートクラブ 13：30～15：00

なかよしタイム
１０：３０～１１：００

１４：３０～１５：３０ 18 木 さんさんクラブ 14：30～15：30

14 15 16 17 18 19 20 卓球クラブ 　9：30～11：30

おもちゃの病院 おでかけ児童館おもちゃばこ さんさんクラブ 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

１０：００～１４：００ ㏌児島市民交流センター １４：３０～１５：３０ １０：００～１１：４５ アルバムクラブ１０：００～１１：３０ 手芸クラブ 13：30～15：30

卓球大会 １０：００～１１：３０ 子育て相談 手芸クラブ１３：３０～１５：３０ 27 土 おもしろ生活クラブ  9：30～12：30

１４：００～ １０：３０～１１：３０

21 22 23 24 25 26 27

こまであそぼう ※ゆうれい寿司を作ろう
おでかけ児童館㏌児島市民交流

センター１０：００～１１：３０ こまであそぼう おもちゃばこ＆ダンス ※夏まつり

１４：００～１５：００ １０：００～１１：３０
※ポーセラーツ幼児親子９：３０～

小学生１１：００～ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５
～木であそぼう～
１０：００～１２：００

　 こまであそぼう
かんたんおやつ作り
１３：３０～１４：３０

※化石入門 おばけとあそぼう
おもしろ生活クラブ
９：３０～１２：３０

１４：００～１５：００
こまであそぼう

１４：００～１５：００
１３：３０～１５：３０ １０：００～１５：００

囲碁・将棋入門
１４：００～１５：００

28 29 30 31

おでかけ児童館
㏌緑丘児童クラブ

ボードゲームで
あそぼう

ボードゲームで
あそぼう

１０：３０～１１：３０ １４：００～１５：００ １４：００～１５：００

ボードゲームで
あそぼう

　 　

１４：００～１５：００

「夏まつりに参加しよう！」　　　　      《動きやすい服装で・帽子・お茶・タオル》

今月のクラブ

こじまじどうかんだより

「つくってあそぼう」　　　　　　　　　　　　　 《汚れてもよい服装で・お茶・手ふき》

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・手拭き・お茶》

《開館時間》午前９時～午後５時１５分

児島児童館
２１日（日）　２８日（日）

《休館日》１日（月）　８日（月）　１５日（祝）　１６日（火・振）

6 土

 
〒７１１－０９１１

ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

児島小川２－２－１６
ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４だんだんと暑い日が増えていき、夏の訪れを感じるようになりました。汗をいっぱいかきながらも夢中になって色々な遊びを楽しんで

いる子供たち。今月も、この季節ならではの楽しみに触れながら、児童館で楽しく過ごしましょう。

内容・持ち物　等
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「えのぐであそぼう」　　      《汚れてもよい服装・お茶・手ふき・タオル・着替え》
木11

木
「はしってあそぼう」　　 　　　《運動しやすい服装・お茶・汗ふきタオル・上履き》

「えのぐであそぼう」　　 　　《汚れてもよい服装・お茶・手ふき・タオル・着替え》
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土20

「レジンでアクセサリー作り」　                 《筆記用具・色鉛筆・お茶・手ふき》

「えのぐで描こう」　　　                    《汚れてもよい服・お茶・手ふき・着替え》

「楽器を作ってあそぼう」　                   《動きやすい服・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》

「海の中を描いてみよう」　　　　             《汚れてもよい服装で・お茶・手ふき》

「スクラップブッキング」                                       《筆記用具・はさみ・のり》

こまであそぼう
２２日（月）～２４日（水）

１４：００～１５：００
２５日（木）１０：００～１１：００
みんなと一緒にこま回しの練

習をして楽しみましょう。
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。

卓球大会
１４日（日）
１４：００～

小学四年生以上
当日受付

持ち物：お茶

おばけとあそぼう
２６日（金）

１０：００～１５：００

どんなおばけと遊べるかな？

参加費：無料

対象：どなたでも（幼児は親子で）

夏まつり～木であそぼう～
２７日（土）

１０：００～１２：００

木のおもちゃに触れて楽しみませんか？

プラ板アクセサリー作りもできるよ。

夏を楽しむお店や遊びも用意して待ってます。

お友達をさそって、みんなで遊びに来てね！

要申込み 参加費５０円 １００人

対象：どなたでも（幼児は親子で）

持ち物：お茶・タオル

子育て相談
１９日(金）

１０：００～１１：３０

相談支援員 来館

当日受付

囲碁・将棋入門
２７日(土）

１４：００～１５：００
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
１４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

ボードゲームであそぼう
２９日(月）～３１日（水）

８月１日（木）
１４：００～１５：００

いろいろなボードゲームがあります。
一緒にあそびましょう♪

当日受付

おもちゃばこ＆七夕会
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。どりいむ合奏団の演奏もあ

りますよ♪
要申込み

参加費：５０円
対象：乳幼児は親子で ５０組

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。

おでかけ児童館おもちゃばこ
㏌児島市民交流センター

（いきいきふれあいルーム）
３日・１０日・１７日（水）

１０：００～１１：３０
児島交流センターのわくわくルームにたくさんの
おもちゃを持ってあそびに行くよ。
是非、あそびにきてね♪

参加費：無料 対象：幼児親子 当日受付

ポーセラーツ
２４日（水）

９：３０～１０：３０幼児親子２０組

１１：００～１２：００小学生３０人
オリジナルの器をつくろう！

要申込み

材料代：実費（当日支払い）

持ち物：手拭き・お茶

ゆうれい寿司を作ろう
２３日（火） １０：００～１１：３０
どんなお寿司ができるかな？
要申込み・小学生以上１６人

参加費：２００円
持ち物：エプロン・三角巾・

マスク・手拭き・お茶

おでかけ児童館
２４日（水） １０：００～１１：３０

児島市民交流センター
（いきいきふれあいルーム）昔あそび

２９日（月） １０：３０～１１：３０
緑丘児童クラブ

化石入門
２５日（木） １３：３０～１５：３０

化石の標本作りをしてみよう。
要申し込み 小学生以上２０人

参加費：３００円
持ち物：牛乳パック３個・箱（牛乳パック縦

３個横４個入る大きさ深さ3㎝～４㎝程
度）・軍手・雑巾

８月の予定

２日（金） おもちゃばこ＆絵本＆宝探し
２日（金） おもちゃバンク

２・９・１３（金）２９日（木） 囲碁・将棋入門
５日（月） 夏の工作
６日（火） 木工教室
７日（水） おでかけ児童館㏌筆海児童クラブ
８日（木） おでかけ児童館㏌鴻の巣クラブ

１７日（土） オセロ大会
１９日（月） おでかけ児童館㏌味っ子児童クラブ
２０日（火） 映画会
２１日（水） 木のジャングルジムを作ろう
２２日（木） おでかけ児童館㏌本荘あゆみクラブ
２２日（木） 夏のアルバム作り
２３日（金） おもちゃばこバルーンアート
２４日（土） 福祉体験
２６日（月） カプラワークショップ


