
２０２１年

１２月

日 月 火 水 木 金 土        

1 2 3 4

※０歳児ひろば おもちゃばこ＆えほん

１０：００～１０：４５ １０：００～１１：３０

お出かけ児童館
in児島市民交流センター

おもちゃバンク

（こじmamaカフェ）
１０：００～１１：３０

１０：００～１０：５０

5 6 7 8 9 10 11

※１歳児ひろば ※２・３歳児ひろば おもちゃばこ＆ダンス

１０：３０～１２：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：３０

子育て相談（身体計測）

１０：００～１１：１５

12 13 14 15 16 17 18 日程・時間 内容 定員

※おでかけ児童館 ※しめなわ作り（幼児親子） おもちゃばこ＆えほん 2日(木)10:00～10:45 運動遊び＆離乳食のはなし 10組

in児島民主会館 １０：００～１１：００ １０：００～１１：３０ 8日(水)10:30～12:00 おにぎりとおみそ汁作り 6組

１０：００～１１：００ 9日(木)10:00～11:00 リトミック 15組

22日(水)14:30～15:30 クリスマスを楽しもう 15人

19 20 21 22 23 24 25 日程・時間 内容 定員

昔あそび お出かけ児童館 ※４・５歳児ひろば お出かけ児童館 おもちゃばこ＆なかよし ※クリスマスを楽しもう♪ 18日(土)① 9:30～10:30

in筆海児童クラブ １４：３０～１５：３０ in児島憩の家（アップルの会） １０：００～１１：３０ １０：００～１２：００ 　　　　　   ②10:30～11:30

１５：３０～１６：３０ １０：００～１１：３０

26 27 28 29 30 31

※ぴかぴか大掃除 ※フラワーアレンジメント（お正月）

９：００～ 小学生以上１０：００～ 18日(土)13:30～ ころころクリスマスツリー 10人

※年末お楽しみ会 子育て中の保護者１１：００～ 18日(土)10:00～ 福祉体験 15人

１０：００～

※アルバム教室
１０：００～１１：３０

※しめなわ作り（小学生）
９：３０～１０：３０

※パステルアート教室
１３：３０～１５：００

11日(土)13:30～15:00
『プレゼントボックス』

を描こう
参加費２００円・お茶・マスク・手拭き・パステル・はさみ・
水性黒マジック・スティックのり・汚れてもよい服装 12人 1月無し

1月無し11日(土)10:00～11:30 スクラップブッキング

小学生行事 次回の予定日

卓球教室
（小学４年生以上）

卓球をやってみよう お茶・マスク・汗拭きタオル 各5人 1月無し

対象３歳児以上（幼児は保護者と一緒に）
参加費２００円・お茶・マスク・写真２～３枚・スティックのり 12人

持ち物

次回の予定日

２・３歳児ひろば 1月13日

４・５歳児ひろば 1月26日

休
館
日

休
館
日

１歳児ひろば

パステルアート教室

アルバム教室

休
館
日

休
館
日

休
館
日

つくる。

たいけん

材料費１００円　マスク・エプロン・三角巾・お茶・手拭き・シューズ 1月無し

1月22日動きやすい服装・マスク・お茶

こじまじどうかんだより
《休館日》　　６日（月）　１３日（月）　２０日（月） 児島児童館
　　　　　　　２７日（月）　２９日（水）～１/３（月）

寒さも少しずつ厳しくなり，本格的な冬の訪れを感じられる頃となりました。今年も残りひと月。
大掃除をして気持ちよく来年を迎えましょう。年明けに元気な姿でお会いできることを楽しみにしています。
よいお年をお迎えください。

《開館時間》午前９時～午後５時１５分

〒７１１－０９１１
児島小川２－２－１６
ＴＥＬ＆FAX　４７３－２８４４
ＨＰ：https://kgwc.or.jp/kojimaji

休
館
日

1月無し０歳児ひろば お茶・手拭き・バスタオル・マスク（大人）

休
館
日

1月12日

お茶・汗拭きタオル・マスク（大人）・動きやすい服装

※卓球教室
①９：３０～　②１０：３０～
※たいけん（福祉体験）

１０：００～
※つくる。
１３：３０～

材料費100円　エプロン、三角巾、手拭き、マスク（大人）・おにぎりの具・お茶・スプーン、箸

お茶・手拭き・シューズ・マスク

年齢別行事

幼児行事 持ち物

おでかけ児童館

in 児島民主会館

１５日（水）
１０：００～１１：００

要申し込み

ふれあいあそびや
工作を持って遊びに行くよ♪

※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。

※体調のすぐれないお子さん及び

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。

しめなわ作り
１１日（土）９：３０～１０：３０

対象：小学生 １０名

１６日（木）１０：００～１１：００

対象：幼児親子 ６組

作ったしめなわを飾って、
新しい年を迎えよう☆
材料代：３００円

１月の予定

子育て相談（身体計測）

１０日（金）

１０：００～１１：１５
当日受付

児島保健推進室から
保健師さんが来られます。
子育てに関することなら
何でもご相談ください。
身体計測もできるよ。

おもちゃバンク
３日（金）

１０：００～１０：５０
当日受付

使わなくなったおもちゃを

児童館に持って来てください。

そのおもちゃを欲しい方に

差し上げます。

みんなでおもちゃの

リサイクルをしましょう。

フラワーアレンジメント（お正月）

２８日（火）
小学生以上 １０人 １０：００～

子育て中の保護者 １０人 １１：００～
要申し込み

季節のお花を生けて、お部屋に飾りませんか♪
持ち物：花を切る用のハサミ・ボウル

材料代：５００円

ぴかぴか大掃除

２６日（日）

９：００～

対象：どなたでも（幼児は親子で）

要申し込み

定員４０人

１年間楽しく過ごした児童館を

ぴかぴかに掃除して、新しい年を迎えよう。

クリスマスを楽しもう♪

２５日（土）

１０：００～１２：００

要申し込み

定員４５人

絵本の読み聞かせや工作に参加して、

クリスマスの雰囲気を楽しもう♪

年末お楽しみ会

２６日（日）

１０：００～

要申し込み

定員４０人

倉敷市立短期大学

「子どもの劇場」の公演があります。

毎週（金） おもちゃばこ（２８日を除く）

７日（金） おもちゃバンク

８日（土） ごー！ごー！！じどうかん 冬のイベント

１５日（土） １/２成人式

１６日（日） 昔あそび

１９日（水） お出かけ児童館in児島民主会館

２０日（木） お出かけ児童館in

児島市民交流センター（こじmamaカフェ）

２１日（金） 子育て相談

２５日（火） おでかけ児童館in

児島市民交流センター（ボディメイク）

２８日（金） 豆まき

３０日（日） おでかけ児童館in三白市


