
２０１９年 《休館日》４日（月）　5日（火）　1１日（月） 　1８日（月）　

１１月 23日（祝）　25日（月）

日 月 火 水 木 金 土   

 1 2 日 曜 クラブ名 時　間

おもちゃばこ＆えほん 卓球クラブ 卓球クラブ  9：30～11：30

１０：００～１１：３０ 　９：３０～１１：３０ クラフトクラブ 14：00～15：30
おもちゃバンク
10：00～11：30 クラフトクラブ すみれクラブ 10：00～11：00

育児相談10：00～11:00 １４：００～１５：３０ にこにこクラブ 14：30～15：30

3 4 5 6 7 8 9 クッキングクラブ（奇） 9：30～11：30

ミュージックカラーズ すみれクラブ おもちゃばこ＆ダンス クッキンクラブ（奇） パステルアートクラブ 13：30～15：00

10：00～11:00 １０：００～１１：００ １０：００～１１：３０ 　９：３０～１１：３０ さくらクラブ 11:00～11：50

おでかけ児童館㏌
キッズカーニバル にこにこクラブ　

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

（薗小学校） １４：３０～１５：３０ 一輪車教室１5：００～１６：００ 卓球クラブ  9：30～11：30

10 11 12 13 14 15 16 手芸クラブ 14：30～15：30

※やきいも大会 なかよしタイム さくらクラブ おもちゃばこ＆えほん
卓球クラブ

９：３０～１１：３０
すみれクラブ 10：00～10：50

１０：３０～１１：３０ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：３０
手芸クラブ

１３：３０～１5：３０ 21 さくらクラブ 11：00～11：50

消防車がやってくる
１０：３０～１１：３０

わくわくクラブ 子育て相談（クムレ） 卓球大会１４：００～ さんさんクラブ 14：30～15：30

ミュージックカラーズ
14：00～15:00 １４：３０～１５：３０ １０：３０～１１：３０ 28 木 簡単クッキングクラブ（りんご） 14：30～15：30

17 18 19 20 21 22 23 29 金 簡単クッキングクラブ（みかん） 14：30～15：30

ミュージックカラーズ
10：00～11:00 おでかけ児童館㏌

すみれクラブ
１０：００～１０：５０

おもちゃばこ＆ダンス

おもちゃの病院 児島市民交流センター
さくらクラブ
11:00～11:50

１０：００～１１：３０

10：00～14：00 １０：００～１１：３０
さんさんクラブ

１４：３０～１５：３０ おでかけ児童館㏌プラザまつり

24 25 26 27 28 29 30

※もちつき大会 手づくりタイム おでかけ児童館㏌郷内公民館 おもちゃばこ＆えほん

１１：００～１２：３０ １０：３０～１１：００ 9：30～１2：00 １０：００～１１：３０

囲碁・将棋入門
１４：００～

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

　　こじまじどうかんだより

「散歩・自然物を使って 」  《　動きやすい服装・お茶・汗ふきタオル　》

「ボールを使って」　　《動きやすい服装・お茶・汗ふきタオル・上履き》

児島児童館

　　　　　　　　　《開館時間》午前９時～午後５時１５分

7

「サンタの木工アート」   《１００円　・汚れてもよい服装で》
2

〒７１１－０９１１
児島小川２－２－１６

ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４

内容・持ち物　等

        今月のクラブ

　ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

休
館
日

休
館
日

土

木

木

講師：西中眞一さん　　     《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

16 土
「　ヘアバンド　 」 《　裁縫セット　・筆記用具・お茶》

講師：西中眞一さん　        《ある人はラケット・お茶・汗ふきタオル》

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

「自分のニセモノロボットを描こう 」 《パステル・筆記用具・手拭き》

14

9

「秋の実りで工作をしよう  」    《　汚れてもいい服で・お茶・ハンカチ》

「散歩・自然物を使って 」  《　動きやすい服装・お茶・汗ふきタオル　》

休
館
日

休
館
日

休
館
日

「たこやき」   《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「わらべうた 」       《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「たこやき」   《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

木 「わらべうた 」       《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

「秋の自然物をつかって遊ぼう」   《歩きやすい服・お茶・汗ふきタオル》

休
館
日

一輪車教室
９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）

おでかけ児童館㏌
郷内公民館

２８日(木）

９：３０～１２：００

9:30～おでかけおもちゃばこ

10:30～親子体操

参加費： 無料

おでかけ児童館㏌
児島市民交流センター

２０日(水）
１０：００～１１：３０

場所：わくわくふれあいルーム
児童館の楽しい遊びをもって

いくよ！

子育て相談
１５日(金）

１０：３０～１１：３０
相談支援員 来館

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
１日(火）

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。

卓球大会
１６日（土）
１４：００～

小学４年生以上

持ち物：お茶・タオル

当日受付

赤や黄色に色づいた秋らしい風景が見られるようになりました。色とりどりの落ち葉やどんぐりなど、秋の自然はお宝がいっぱい。児
童館の子供たちは、身近な自然に触れて季節の変化を感じています。たくさん遊びに来てくださいね。

囲碁・将棋入門

２４日（日）

１４：００～

囲碁・将棋に興味がある人集まれ！

やさしく手ほどきしてくれる、先輩棋士

の方がきてくれます。

当日受付可

やきいも大会
１０日（日）

１０：３０～１１：３０

秋の味覚を児童館でおいしくいただきましょう！

要申し込み 参加費：１００円

どなたでも ７０人

持ち物：軍手かお芋を包むタオル・お茶・お手ふき

消防車がやってくる
１０日（日） １０：３０～１１：３０

児童館に消防車がやってくるよ！

一緒に写真をとろう！

消防のお話もあるよ。

参加費：無料 当日受付

１２月の予定

1日（日） おでかけ児童館inキッズクリスマスコンサート
6日（金） おもちゃバンク
8日（日） ミュージックカラーズ

11日 （水） なかよしタイム

14日（土） オセロ大会

15日（日） クッキーハウス作り・ミュージックカラーズ

おでかけ児童館㏌緑丘小

17日（火） おでかけ児童館㏌児島市民交流センター

22日（日） クリスマス会

クリスマスフラワーアレンジメント

25日（水） 手づくりタイム ・ 囲碁・将棋入門

クリスマスコンサート

26日（木） おでかけ児童館㏌郷内公民館

27日（金） ぴかぴか大掃除

２４日(日）

１１：００～１２：３０

みんなで、きねと、うすを使って、

ぺったんぺったんおもちをつくよ！

要申し込み 参加費：１００円

対象：どなたでも

（幼児は親子で）５０人

持ち物： 手ふき・お茶

・おもちを入れる容器

おもちゃの病院
１７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）

おでかけ児童館㏌

キッズカーニバル
４日（月・振）

９：３０～１２：３０

場所：薗小学校

楽しい遊びや運動、工作

でたくさん遊んでね！

おでかけ児童館㏌

プラザまつり
２３日（土・祝）

９：３０～１４：００

場所：くらしき健康福祉プラザ

児童館から、遊びとかんたん工

作を用意して、まっているよ！


