
２０２１年

１０月

日 月 火 水 木 金 土        

   1 2

　 おもちゃばこ

　 ＆親子ストレッチ

１０：００～１１：３０  

　

3 4 5 6 7 8 9

 ※おもちゃばこ運動会 ※アルバム教室

 １０：００～ １０：００～１１：３０

　 　 ※パステルアート教室

 　 　 １３：３０～１５：００

10 11 12 13 14 15 16 日程・時間 内容 定員

　 ※１歳児ひろば おもちゃばこ＆ダンス ※卓球教室

　 １０：００～１０：５０ １０：００～１１：３０ ①９：３０～　②１０：３０～ 14日(木)10:00～10:50 わらべうたであそぼう 15組

　 　 ※２・３歳児ひろば 子どもの視力のはなし ※つくる。 14日(木)11:00～11:50 わらべうたであそぼう 15組

　 １１：００～１１：５０ １０：３０～１１：００ １３：３０～１５：００ 28日(木)10:00～11:00
中山公園で秋を探そう

中山公園に集合 15組

17 18 19 20 21 22 23 27日(水)14:30～15:30 ハロウィン 15人

おもちゃの病院 おでかけ児童館 おでかけ児童館 おもちゃばこ＆なかよし ※たいけん 日程・時間 内容 定員

１０：００～１４：００ in 琴浦北小学校 in 児島市民交流センター １０：００～１１：３０ ９：３０～１２：００ 16日(土)①9:30～10:30

（予定） １０：００～１１：３０ おもちゃバンク 　　　　　 ②10:30～11:30

１０：００～１０：５０ 9日(土)10:00～11:30 スクラップブッキング 12人

24 25 26 27 28 29 30 9日(土)13:30～15:00 実のなる木を描こう 12人

　 ※４・５歳児ひろば
※おでかけ児童館

in中山公園
おもちゃばこ＆子育てホットタイム ※ごー!ごー!! じどうかん 16日(土)13:30～15:00 樹脂粘土でスイーツマグネット 12人

　 １４：３０～１５：３０ (２・３歳児ひろば) １０：００～１１：３０ ハロウィンパーティー 23日(土) 9:30～12:00 旧野崎家見学と塩づくり体験 15人

１０：００～１１：００  １０：００～１１：３０
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おでかけ児童館

in 三白市

９：００～

幼児行事

休
館
日

休
館
日

お茶・マスク（大人）・汗拭きタオル

休
館
日

たいけん

０歳児ひろば

11月10日

持ち物

卓球教室
（小学４年生以上）

お茶・マスク（大人）・汗拭きタオル・動きやすい服装と靴・水筒

11月18日

パステルアート教室

10月無し

次回の予定日

次回の予定日

休
館
日

 

11月13日

11月13日

つくる 11月20日

アルバム教室

　

11月無し

参加費250円　お茶・マスク・手拭き・作品を入れる箱

11月24日

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です。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋
…、毎日よく食べ、よく動き、遊びを楽しんで、素敵な秋を満喫したいと思います。

児島小川２－２－１６
ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４

ＨＰ：https://kgwc.or.jp/kojimaji/《開館時間》午前９時～午後５時１５分

　　　　　　１８日（月）　　２５日（月）

こじまじどうかんだより
　 児島児童館
《休館日》　４日（月）　  １１日（月）

 

〒７１１－０９１１

11月25日

参加費２００円　　お茶・マスク・写真２～３枚・スティックのり

参加費２００円　　お茶・マスク・手拭き・パステル・汚れても良い服装

１歳児ひろば お茶・マスク（大人）・汗拭きタオル

４・５歳児ひろば

お茶・マスク（大人）・帽子・汗拭きタオル・動きやすい服装で
２・３歳児ひろば

卓球をやってみよう お茶・マスク・汗拭きタオル

持ち物

11月20日

小学生行事

お茶・マスク・汗拭きタオル・上履き

11月11日

各5人

（ おもちゃばこin）

親子ストレッチ(健康づくり事業)

１日（金）

１０：３０～１１：００

要申し込み・当日受付可

親子１０組程度

持ち物：飲み物、マスク、

動きやすい服装

参加費 無料

※のしるしのあるものは，事前に申し込みが必要です。
１ヶ月前から受け付けます。本人または保護者の方が直接児童館に来館の上，
参加費をそえて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。
おでかけ児童館の申し込みのみ，お電話での受付をいたします。

※体調のすぐれない児童及び

保護者の方のご利用は，ご遠慮ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、

行事に参加する人数の制限や，行事を

中止する場合があります。

最新のお知らせはＨＰをご覧いただくか、

児童館までお問い合わせください。

じどうかんご利用時のお願い
・マスクをもってくる（つける）

・タオルをもってくる

・水やお茶をもってくる

・中にはいったら，てあらい・うがいをして

アルコールでしょうどくをする

感染症対策としてご協力をお願いします。

おもちゃばこ
１日・１５日・２２日・２９日(金)

１０：００～１１：３０

対象：乳幼児

当日受付

おもちゃで自由にあそぼう♪

絵本の読み聞かせやダンス

ふれあいあそびもあるよ☆

毎週（金） おもちゃばこ

５日（金） おもちゃバンク

１９日（金） 子育て相談

２７日（日） キッズカーニバル

～焼き芋会～

１１月の予定

子どもの視力のはなし

１５日（金）

１０：３０～１１：００

当日受付

子どもの視力に

関することなら

なんでもご相談ください。

身体計測できます！

ごー!ごー!!じどうかん

ハロウィンパーティー

３０日（土）

１０：００～１１：３０

メリーバスライドの皆さんと

英語であそぼう！

工作をしてハロウィンを楽しもう！

参加費 無料

要申し込み

定員 ４０名（幼児は親子で）

おもちゃばこ運動会

８日（金）
１０：００～

対象：幼児親子15組（1歳～）
要申し込み

参加費 無料
持ち物：お茶・汗拭きタオル

・マスク（大人）
・動きやすい服装

かけっこをしたりして
運動会を楽しもう

おでかけ児童館

in 児島市民交流センター
２１日（木）

１０：００～１１：３０

児童館がこじmamaカフェに

楽しいおもちゃを持って

遊びにいくよ！

おでかけ児童館 in 三白市
３１日（日）

９：００～

児童館が児島７番街に

おでかけをします。

チャレンジゲームや

工作ができるよ！

みなさん、遊びに来てね！！

当日受付

子育てホットタイム
（保護者向け）

２９日（金）

１０：３０～

ＵＶレジンを使って

素敵なキーホルダー作りを

楽しみませんか？

30分程度（託児あり）

参加費 １００円

要申し込み１０人

おもちゃの病院

１７日（日）

１０：００～１４：００

（受付は１３：３０まで）

対象：子どもと一緒にどなたでも

参加費： 無料（部品代は実費です）

当日受付

こわれたおもちゃの修理を受け付けます。


