
開館時間 ９：００～１７：1５

休 館 日
夏真っ盛り！児童館ではいろいろな行事を予定しています。

みんなの夏休みが素敵なものになりますように！ぜひ参加してね♪

日 曜

9 水
16 水
17 木

体験クラブ（A）（C）
体験クラブ（B）（D）

　

【9月の予定】◆1・8・15・22・29日（金）あそびﾀｲﾑ◆1日（金）子育て相談◆2日（土）おはなしあのね/一輪車であそぼう◆3日（日）ひまわりまつり◆6日（水）移動図書館◆14日（木）ヨガじろうﾀｲﾑ

◆15日（金）スロータイム◆16日（土）わらべうた/卓球教室/オセロ大会◆17日（日）こま・けん玉教室◆20日（水）歌と絵本でABC◆23日（土）出前ｷｯｽﾞ号inｷｯｽﾞｶｰﾆﾊﾞﾙ

「木の工作」
お茶・ﾀｵﾙ・筆記用具・木工用ﾎﾞﾝﾄﾞ・上靴・作品持ち帰り用の箱

リコーダークラブ
10：00～10：45（1・2年生）

5 土 リコーダークラブ
10:00～10:45（1・2年生） リコーダー・お茶・ハンカチ

10:00～11:30（３年生以上） 筆記用具・のり・赤鉛筆

19 土 リコーダークラブ
10:00～10:45（1・2年生） リコーダー・お茶・ハンカチ

10:00～11:30（３年生以上） 筆記用具・のり・赤鉛筆

「リトミック」上靴・お茶・タオル・カード

14:00～15:30

「らくがきあそび」

お茶・タオル・カード・上靴・汚れてもよい服装

13

オセロ大会　15:00受付締切

①10：00～11：30

14

カプラであそぼう

10:00～11:30

カプラであそぼう

10:00～11:30

26

木の工作

21
体験クラブ

（A）（C）10:00～11:30
夏のデザート作り

0歳児親子クラブ 10:00～10:50

26
10:00～11:30

UVレジンでつくろう

おはなしあのね

あそびタイムデコパージュせっけん

土

プラ板でつくろう
①10:00～11:00
②14:00～15:00休館日

10:00～11:15

ヨガじろうタイム
10:00～11:30

時 　間ク ラ ブ 名

2・3歳児親子クラブ（ひよこ）

2・3歳児親子クラブ（うさぎ）

移動図書館
10:45～11:30

内  容 ／ 持ち物 等
 ８　 月　の　ク　ラ　ブ（クラブは会員制です）

②14:00～14:30 幼児親子どなたでも 10：00～11：30（3年生以上）

倉 敷 児 童 館
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②11:00～

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12

10:00～11:45

13:30～14:00

①10:00～ ①10:00～10:30

2・3歳児親子クラブ 2・3歳児親子クラブ あそびタイム リコーダークラブ
19

卓球教室　14:00～15:00

（ひよこ） （うさぎ）

15 16 17 18

10:00～11:15 幼児親子どなたでも 10：00～11：30（3年生以上）10:00～11:15
10:00～11:45 10：00～10：45（1・2年生）

紙で作ろう
虫の標本箱

出前キッズ号 in KCT
10:00～13:00

②14：00～15：30

スロータイム
10:30～11:30

2523 24

（B)（D）14:00～15:30
10:00～12:00

ママ音楽部演奏会

10:00～11:30

28 29
しかけ絵作り
10:00～11:00

カラフルブレスレット

①10:00～11:00

30 31

20

27
休
館
日

休
館
日

休
館
日

10:00～10:30

②14:00～15:00

22

10:00～11:30

カプラであそぼう

10:00～11:30

歌と絵本でABC
15:00～15:50

カプラであそぼう

休
館
日

おもちゃ作り
①10:00～②10:30～

③14:00～④14:30～

額にかざろう
①10:00～11:00

②14:00～15:00

0歳児親子クラブ
10:00～10:50

☆スロータイム

「けしゴムはんこ」☆

18日(金)10:30～11:30

子育て中の保護者対象

（託児有・人数制限有）

当日受付 参加費：実費

★オセロ大会★

19日（土）

15:00受付締切

どなたでも

（ルールがわかる人）

当日受付 無料

９/3（日）15:00～17:00

どなたでも1２0人

要申込（８/３～申込受付）
参加費：100円(アイス付き）

ﾘｺｰﾀﾞｰｸﾗﾌﾞ、和太鼓風人の

演奏をきこう♪

太鼓打ち体験もあるよ♥
数に限りがあるものもあります

食べ物バザーもありますよ♪

☆ヨガじろうタイム☆

10日（木）10:00～11:30

どなたでも（子育て中の保護者・

小学生のみでもOK）

参加費：100円 要申込（7/11～申込受付）

持ち物:お茶・タオル・ヨガマット（あれば）

☆額にかざろう☆

8日（火）①10:00～11:00

②14:00～15:00

小学生以上 各回20人 参加費50円

要申込（7/8～申込受付）

☆プラ板でつくろう☆

12日（土）①10:00～11:00

②14:00～15:00

小学生以上各回20人 参加費50円

要申込（7/12～申込受付）

・行事申込受付開始当日は本人もしくは保護者の方のみ申込ができます

2日目からは他の方でも大丈夫です

・各自の荷物は机の上ではなく、指定の荷物置き場にお願いします

・ゴミの持ち帰りにご協力ください

・幼児の方の児童館利用は必ず保護者同伴でお願いします

小学生以上 30名 参加費200円

要申込（7/24～申込受付）

※班分けはこちらでします

会場は健康福祉プラザです（笹沖）

☆卓球教室☆

19日（土）14:00～15:00

小学４年生以上

当日受付 無料

持ち物：お茶、

あればラケット

☆UVレジンでつくろう☆

2日（水）①10:00～ ②11:00～

小学生以上各回10名

参加費160円

要申込（7/2～申込受付）

7月号が裏面にあります。チェックしてね♪

木片をくっつけてすきなものを作ります。

小学生以上 各回１0名程度 材料代200円

持ち物：木工用ボンド、持ち帰り用の箱か袋

上靴、筆記用具、お茶、タオル

要申込（7/26～申込受付）

※体験クラブ員は申し込み不要です

※体験クラブ員と一緒に活動します

どなたでも 当日受付 無料

小学生以上 20名 参加費30円

要申込（7/22～申込受付）

持ち物：はさみ、箱

どなたでも 当日受付 無料

☆デコパージュせっけん☆

3日（木）①10:00～10:30

②14:00～14:30

小学生以上各回15名

参加費70円 要申込（7/4～申込受付）

一瞬で絵が動く不思議な

しかけをつくろう♪

どなたでも 20名 当日受付 無料

ママ音楽部演奏会

ﾌﾞﾚｲﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ（小6以上）、ﾛｰﾗｰｽｹｰﾄ、一輪車がしたい人は運動靴をはいてきてください

夏の最後を楽しもう♪

どなたでも

（幼児は親子で作ってね）

当日受付 無料

対象：0歳児親子（H28.10/1～H29.4/1生まれ） 定員：25組

曜日:10月～3月の第2水曜日 時間：10時～10時50分
ｸﾗﾌﾞ概要:ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞや親子体操を楽しみ、保護者も情報交換をしながら仲間作りをしましょう

8月1日（火）から申し込み専用はがきにて受付開始。8月31日（木）17時15分締め切りです

申し込み専用ハガキは8月1日～8月31日の間、倉敷児童館で配布します

申し込みが定員を超える場合は、抽選となります

25日（金）10:00～10:30 どなたでも 整理券配布（7/25～）

子育て中のママたちによる演奏会です。みんなの知っている曲をたくさん聞けますよ。一緒に歌おうね！

「にじ色トルネード」をつくろう

幼児親子 各回5組

参加費:実費

要申込（7/7～申込受付）
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