
２０１９年

１０月

日 月 火 水 木 金 土   

1 2 3 4 5 日 曜 クラブ名 時　間

※ママさんポーセラーツ おでかけ児童館 すみれクラブ おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ９：３０～１１：３０ すみれクラブ 10：00～11：00

１０：００～１１：３０ in郷内公民館 １０：００～１１：００ １０：００～１１：３０ クッキングクラブ（偶）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 折紙クラブ１４：００～１５：３０ 卓球クラブ 　9：30～11：30

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

6 7 8 9 10 11 12 折紙クラブ 14：00～15：30

おでかけ児童館 おでかけ児童館 なかよしタイム さくらクラブ おもちゃばこ＆ダンス ミュージックカラーズ　１０：００～ さくらクラブ 10：00～11：00

inまび児童館まつり in親子クラブアップルの会 １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：３０ パステルアートクラブ わくわくクラブ 14：30～15：30

（真備支所駐車場） １０：００～１１：３０ 　 わくわくクラブ 　 １３：３０～１５：００ 12 土 パステルアートクラブ 13：30～15：00

１０：３０～１４：００ １４：３０～１５：３０ 　 一輪車教室１５：００～１６：００ 17 木 さんさんクラブ 14：30～15：30

13 14 15 16 17 18 19 おもしろ生活クラブ  9：15～12：30

おでかけ児童館 休館日 　 さんさんクラブ おもちゃばこ＆えほん おもしろ生活クラブ 卓球クラブ 　9：30～11：30

in郷内公民館 おでかけ児童館
　

１４：３０～１５：３０ １０：００～１１：３０ ９：１５～１２：３０ すみれ・さくらクラブ合同 10：00～11：00

１０：００～１１：３０ inスポーツフェスティバル 　 　 　 卓球クラブ９：３０～１１：３０ 簡単クッキングクラブ（りんご） 14：30～15：30

 9：30～15：00 　 　 　 オセロ大会　１４：００～ 25 金 簡単クッキングクラブ（みかん） 14：30～15：30

20 21 22 23 24 25 26 26 土 チャレンジクラブ 13：30～15：00

※ハロウィンパーティー 手づくりタイム すみれクラブ・さくらクラブ
（合同）

おもちゃばこ運動会 ミュージックカラーズ　１０：００～

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

ミュージックカラーズ
１４：００～ ミニコンサート

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）

１３：３０～１５：００

１１：００～ １４：３０～１５：３０ １４：３０～１５：３０ 囲碁・将棋入門　　　１５：００～

27 28 29 30 31 　 　

おでかけ児童館 おでかけ児童館 おでかけ児童館 おでかけ児童館 　

in三白市 in赤崎憩の家 in児島市民交流センター in児島ブロック親子クラブ 　

９：００～１５：００ １０：００～１１：３０ １０：００～１１：３０ １０：００～１１：００ 　

 
　

　

　

　

　

　

「ディアボロ」　《運動しやすい服装・お茶・汗ふきタオル・上履き》

　 涼しい秋風に、高く澄んだ空。大きく深呼吸したくなるような、気持ちの良い季節になりました。
食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、実りの秋…。　秋は楽しみの多い季節ですね。

「ハロウィンの生け花」　　 《汚れてもよい服装で・お茶・手ふき》

「お店屋さんごっこ」　　《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
２２日（即位礼の儀）　　２８日（月）
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5 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》

「ライスグラタン＆コロコロスープ」　  《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

「ハロウィン」　 《のり・ハサミ・筆記用具》

児島児童館
７日（月）　１４日（祝）　１５日（火・振）　２１日（月）

《休館日》

 
〒７１１－０９１１

内容・持ち物　等

《開館時間》午前９時～午後５時１５分

「秋のお菓子」　  《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

木

今月のクラブ

ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

児島小川２－２－１６
ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４

木

「由加とホットドック作り」　《９時１５分現地集合　詳しくは手紙を参照》

「中山公園へ遠足」　 中山公園集合《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「秋のお菓子」　  《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

講師：西中眞一さん　　《ある人はラケット・お茶・汗拭きタオル》
土

木
「お店屋さんごっこ」　　《動きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「忍者ごっこ」 《運動しやすい服装・お茶・汗ふきタオル・上履き》

「 逆さ絵を描こう」　《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》

「ハロウィンであそぼう」　　　《運動しやすい服装・お茶・汗ふきタオル・上履き》

一輪車教室
１２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。

どなたでも（幼児は親子で）

おもちゃばこ運動会

１０月２５日(金）
１０：００～１１：３０

みんなで走ったり、玉入れしたり、
運動会をたのしもう！

要申し込み
参加費： ５０円
対 象：どなたでも ５０組
持ち物：汗拭きタオル・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
４日(金）

１０：００～１１：３０

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。

オセロ大会

１９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

おでかけ児童館

2日（水）10：00～11:30 おでかけおもちゃばこ （郷内公民館）
6日（日）10：30～14:00 まび児童館まつり（真備支所駐車場）
8日（火）10：00～12:00 親子クラブ アップルの会（味野婦人の家）

13日（日）10:00～11:30 簡単スクラップブッキング（郷内公民館）
14日（月） 9:30～15:00 スポーツフェスティバル（水島中央公園）
27日（日） 9:00～15:00 三白市（児島７番街)
29日（火）10:00～11:30 おでかけおもちゃばこ（赤崎憩の家）
30日（水）10:00～11:30 おでかけおもちゃばこ（児島市民交流センター）
31日（木）10:00～11:00 児島ブロック親子クラブ運動会（郷内公民館）

お出かけ児童館にあそびにきてね ！

囲碁・将棋入門
２６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

ママさん
ポーセラーツ

１日(火）

１０：００～１１：３０
色とりどりの模様をつけて、
素敵な食器をつくりません
か？（食器は２０種類の中か
らえらべます。
１０００円～）

※要申し込み（託児あります）
持ち物：手拭き

なかよしタイム
９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

手づくりタイム
２３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

ハロウィンパーティー
２０日（日）

１０：００～１１：３０

メリーバスライドさんとあそぼう！

合言葉を言ったら、なにかいいこ

とがまっているよ！

要申し込み

参加費無料

対象：どなたでも70人

(幼児は親子で)

仮装大歓迎！

１１月の予定
１日（金） おもちゃバンク

育児相談

４日（月）おでかけ児童館

ｉｎキッズカーニバル（薗小学校）

９日（土）一輪車教室

１０日（日）やきいも大会

＆消防自動車がやってくる

１３日（水） なかよしタイム

１５日（金）子育て相談

１６日(土） 卓球大会

１７日（日）おもちゃの病院

２０日(日)おでかけ児童館

ｉｎ児島市民交流センター

２３日（土）おでかけ児童館

ｉｎプラザまつり

２４日（日）もちつき大会

囲碁・将棋入門

２７日（水）手づくりタイム

２８日（木）おでかけ児童館

in郷内公民館

ミニコンサート
23日（水）

１１：００～

倉敷市立短期大学の学生による素敵な

音楽コンサートです。

どなたでも（幼児は親子で）

当日受付


