
２０２０年

１月

日 月 火 水 木 金 土   

 1 2 3 4 日 曜 クラブ名 時　間

 　 9 木 さくらクラブ 10：00～11：00

 卓球クラブ 　9：30～11：30

　 クッキングクラブ（奇） 　9：30～11：30

クラフトクラブ 14：00～15：30

5 6 7 8 9 10 11 12 日 おもしろ生活クラブ 10：00～12：00

昔あそびと七草がゆ 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 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 １０：３０～１１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：３０ クッキングクラブ（偶）９：３０～１１：３０ さんさんクラブ 14：30～15：30

　 １０：００～１１：３０ 　 ことばの相談 おもちゃバンク クラフトクラブ１４：００～１５：３０ 18 土 卓球クラブ 　9：30～11：30

　 １１：００～１１：４５ １０：００～１１：３０ 　 さくらクラブ 10：00～11：00

12 13 14 15 16 17 18 簡単クッキングクラブ（りんご） 14：30～15：30

おもしろ生活クラブ すみれクラブ おもちゃばこ＆絵本大好き 卓球クラブ 24 金 簡単クッキングクラブ（みかん） 14：30～15：30

１０：００～１２：００
　

１０：００～１１：００ １０：００～１１：３０ ９：３０～１１：３０ 30 木 すみれクラブ 10：00～11：00

※とんどまつり 　 さんさんクラブ 子育て相談 卓球大会

１１：００～１２：００ 　 １４：３０～１５：３０ １０：３０～１１：３０ １４：００～

19 20 21 22 23 24 25

※二分の一成人式 おでかけ児童館 手づくりタイム
１０：３０～１１：００

さくらクラブ おもちゃばこ＆ダンス 囲碁・将棋入門

１０：００～１２：００ in児島市民交流センター
おでかけ児童館

㏌三宝すくすくランド
１０：００～１１：００ １０：００～１１：３０ １４：００～

　 １０：１５～１１：３０ 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）

　

　 おでかけ児童館㏌筆海児童クラブ
１６：００～ １４：３０～１５：３０ １４：３０～１５：３０ 　

26 27 28 29 30 31 　

おもちゃの病院  　 すみれクラブ ※おもちゃばこ＆豆まき会

１０：００～１4：００  １０：００～１１：００ １０：００～１１：３０
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「とんどまつりに参加」　　《詳しくは手紙を参照》

今月のクラブ

「新聞あそび」　　《動きやすい服・お茶》

明けましておめでとうございます。新しい年がみなさまにとって、笑顔がたくさんの年になりますよう、お祈り申しあげます。今年も児
島児童館をよろしくお願いします。たくさんあそびましょうね。

「お正月あそび」　　《動きやすい服・お茶》

「お正月あそび」　　《動きやすい服・お茶》

　こじまじどうかんだより
１３日（祝）　１４日（火）　２０日（月）　２7日（月）

16

23

11 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》

「肉まん＆りんごのケーキ」　  《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

「アロマワックス」　 《汚れてもよい服装で》

児島児童館
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休
館
日

休
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休
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日

休
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１２月２９日（日）～１月３日（金）　６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

「おもちをつかって」　  《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶》

木

ＨＰ：http://kgwc.or.jp/kojimaji/

児島小川２－２－１６
ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４

木

「新聞あそび」　　《動きやすい服・お茶》

「おもちをつかって」　  《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》

「お正月あそびとことばのお話」　　《動きやすい服・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
１０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。

当日受付

卓球大会
１８日（土）
１４：００～

対象：小学４年生以上

当日受付

囲碁・将棋入門
２５日(土）
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、
先輩棋士の方が来てくれます。

当日受付

なかよしタイム
８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
２２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

２月の予定
２日（日） おでかけ児童館

inライフパーク

（こどもまつり）

４日（火） おでかけ児童館

in味野婦人の家

（アップルの会）

７日（金） おもちゃバンク

１２日（水） なかよしタイム

１５日(土） オセロ大会

１８日(火)  お出かけ児童館

ｉｎ児島憩の家

（わくわくひろば）

２０日（木）おでかけ児童館

ｉｎ児島市民交流センター

（こじママカフェ）

２３日（日） おでかけ児童館

ｉｎ三白市

２６日（水） 手づくりタイム

昔遊びと七草がゆ
５日(日）

１０：００～１１：３０
かるた、福笑い、けん玉、お手玉などお正月あそ

びで楽しもう！

先着60名に「七草がゆ」のふるまいがあるよ。

当日受付 参加費無料

対象：どなたでも

二分の一成人式
１９日(日）

１０：００～１２：００

２０歳のちょうど半分のお

祝いの会です。

楽しい時間を過ごしましょう。

要申し込み

参加費：無料

対象：小学4年生３０人

おもちゃばこ＆豆まき会
３１日(金）

１０：００～１１：３０
みんなの中にいるオニ、児童館にやってくるオニ
をみんなで退治しよう！

要申し込み 参加費： 無料
対象：幼児親子５０組

とんどまつり
１2日(日）

１１：００～１２：００
おもしろ生活クラブのみんなと、お飾りや書き初めのお焚き上

げをして、今年一年の無事をお祈りしませんか？

お焚き上げの火で焼いたおもちを、ぜんざいに入れて食べ

ます。

持ち物：おもち（1～2個）・おわん・お茶・軍手

・おはし（スプーン）・ある人はお飾り・書初め

対象：どなたでも（幼児は親子で）70人

要申し込み

おでかけ児童館

㏌児島市民交流センター

２１日（火）

１０：１５～１１：３０

児島ブロックの親子クラブ

に、おでかけ児童館であそ

びにいきます。

おでかけ児童館

㏌三宝すくすくランド

２２日（水）

１０：００～１１：００

おでかけ児童館であそ

びにいきます。

※参加ご希望の方は直

接三宝すくすくランドへ

お申し込みください。

おでかけ児童館

㏌郷内公民館

７日（火）

１０：００～１１：３０

おでかけ児童館で親

子クラブヤンチャ―

ズに遊びにいきます。

あそびにきてね！

ことばの相談

９日(木）

１１：００～１１：４５
くらしき福祉プラザから言語

聴覚士さんが来られます。言
葉に関することなら何でもお
気軽にご相談ください。
参加費： 無料

当日受付

子育て相談
１７日(金）

１０：３０～１１：３０
相談支援員 来館

当日受付

おもちゃの病院
２６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

おでかけ児童館

㏌筆海児童クラブ

２２日（水）

１６：００～１７：００

筆海児童クラブに、おで

かけ児童館であそびに

いきます。


