
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

8 水
体験クラブ（B)
体験クラブ（A）

　

【9月の予定】◆2日（日）ひまわりまつり◆5日（水）移動図書館◆7・14・21・28日（金）あそびﾀｲﾑ◆8日（土）おはなしあのね/一輪車であそぼう◆9日（日）ｶﾌﾟﾗであそぼう◆13日（木）ﾖｶﾞじろうﾀｲﾑ

◆15日（土）卓球教室/オセロタイム◆16日（日）お月見会/こま・けん玉教室◆19日（水）歌と絵本でABC◆21日（金）スロータイム◆24日（月）出前ｷｯｽﾞ号inｷｯｽﾞｶｰﾆﾊﾞﾙ◆28日（金）育児相談

12

休
館
日

19

カプラであそぼう

10:00～11:30

あそびタイム
10:00～11:45

幼児親子どなたでも

スロータイム
10:30～11:30

②14：00～15：30

23

（A)14:00～15:30
シューキーパー作り

あそびタイム

歌と絵本でABC 幼児親子どなたでも

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

「季節のあそび」上靴・お茶・タオル・カード

14:00～15:30

0歳児親子クラブ 10:00～10:50

25
10:00～11:30

11

ディアボロ教室

14:00～15:00

13

25

15:00～15:50 木の工作

20
体験クラブ

（B）10:00～11:30
アロマ

カプラであそぼう

10:00～11:30

14:00～15:00
オセロタイム　

卓球教室

休館日

2422

時 　間ク ラ ブ 名

14:00～15:00

内  容 ／ 持ち物 等

13:30～14:00

移動図書館

おはなしあのね

あそびタイムピチピチだ魚！

土
「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（2年生）

4 土 リコーダークラブ
10:00～10:45（2年生）

 ８　 月　の　ク　ラ　ブ（クラブは会員制です）

②10:45～11:15 幼児親子どなたでも 10：00～11：30（3年生以上）

倉 敷 児 童 館

 　8月 　　    じどうかんだより 
倉敷市有城７10

ＴＥＬ：４２９－１７９1
　５日（日）・１１日（土）・１２日（日） ＦＡＸ：４２８－７０６7
１９日（日）・２６日（日） HP http://kgwc.or.jp/kuraji/

　平成３０年　　　 くらしき

4

額にかざろう

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

5 6 7 8 9 10

10:00～11:4510:40～11:30 ①10:00～10:30

15:00～16:00

1814 15 16 17
14:00～15:00

10:00～11:30
ビーズでつくろう♪

①10：00～11：30

アナログゲームで あそびタイム
あそぼう♪

29 30 31

10:00～11:45
10:00～11:30

21
カプラであそぼう

10:00～11:30

夏のデザート作り
10:00～12:00

親子deリズムあそび

10:00～11:00

27 28

②14:00～15:00

26
休
館
日

10:00～11:45

ｽｸｲｰｽﾞをつくろう!!

①10:00～11:00

ヨガじろうタイム

休
館
日

10:00～11:00

幼児親子どなたでも

あそびタイム
10:00～11:45

幼児親子どなたでも

カプラであそぼう

10:00～11:30

ふわふわリース

10:00～11:00

0歳児親子クラブ
10:00～10:50

休
館
日

９/２（日）15:00～17:00

どなたでも1２0人

当日受付（14:30～受付開始）
参加費：100円(アイス付き）
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♪

小学生以上 30名 参加費200円

要申込（7/23～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）

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（7/25～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

スクイーズ、自分で作ってみませんか？

小学3年生以上 各回10名 参加費80円

要申込（7/28～申込受付）

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♪

対象：0歳児親子（H29.10/1～H30.6/30生まれ） 定員：25組

曜日:11月～3月の第2水曜日 時間：10時～10時50分
ｸﾗﾌﾞ概要:季節の遊び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（水）から申し込み専用はがきにて受付開始。9月30日（日）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

☆スロータイム

「筆ペンでかきましょう」☆

17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 持ち物：筆ペン

ディアボロ（中国ごま）を

回してみよう♪ 原田講師

小学生以上１０人 無料

要申込（７/4～申込受付）

どなたでも先着20組（幼児は親子で） 当日受付 無料

1日（水）14:00～15:00

小学生以上 20人

参加費:50円 要申込（7/1～申込受付）

額にかざろう

2日（木） ①10:00～10:30 ②10:45～
11:15
小学生以上 各回10人
参加費:50円 要申込（7/3～申込受付）

7日（火）10:00～11:00

小学生以上 15人

参加費:100円 要申込（7/7～申込受付）

アロマシューキーパー作り

23日（木）10:00～11:00

小学生以上 15人

参加費:100円 要申込（7/23～申込受付）

★オセロタイム★

18日（土）15:00～16:00

いろいろな人と対戦しよう♪ 順位はつけません

どなたでも（ルールがわかる人） 当日受付 無料

☆卓球教室☆

18日（土）14:00～15:00

小学４年生以上12名程度 当日受付 無料

持ち物：お茶、あればラケット

）

どうやって動いてるの!? 不思議な魚のカードをつくろう!

☆ヨガじろうタイム☆

9日（木）10:00～11:30
どなたでも25人（子育て中の保護者・小学生のみでもOK）

参加費：100円 要申込（7/10～申込受付）

持ち物:お茶・タオル・ヨガマット（あれば）

27日（月） 10:00～11:00

乳幼児３０人 無料

要申込（7/27～申込受付）

親子deリズムあそび

好きなものを額に入れてみよう♪

ギョ

ボードゲームやカードを使って

楽しくあそぼう！

小学生以上15名 無料 当日受付

布やリボンを使ってリースをつくろう♪

かんたんに 楽しく できるよ♡ 重曹を使って くつの 湿気取りを 作ってみよう

親子でリトミックを

楽しみましょう♪

８月の行事と

クラブはすべて

中止になります

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11vjpgq99/EXP=1371174022;_ylt=A7dPeC4GI7lRhmIApz.U3uV7/*-http:/www.wanpug.com/illust/illust2037.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11vjpgq99/EXP=1371174022;_ylt=A7dPeC4GI7lRhmIApz.U3uV7/*-http:/www.wanpug.com/illust/illust2037.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13bts9ogk/EXP=1391914496;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVFo4RElicnNEbWxPMExlWFlJcUtzaGI0SExTMTNTTjUxLXh5STlyb0hWVEY1MEJhaUMycmphY2JNBHADNDRPSDQ0S2o0NEtpNDRPYzQ0T3Q0NEtTNVp1ZTQ0R1oEcG9zAzc1BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/www2.hamajima.co.jp/~ibukoku/08-imformation/zoom-in/mr-noto-taipei/teipei701.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13bts9ogk/EXP=1391914496;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVFo4RElicnNEbWxPMExlWFlJcUtzaGI0SExTMTNTTjUxLXh5STlyb0hWVEY1MEJhaUMycmphY2JNBHADNDRPSDQ0S2o0NEtpNDRPYzQ0T3Q0NEtTNVp1ZTQ0R1oEcG9zAzc1BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/www2.hamajima.co.jp/~ibukoku/08-imformation/zoom-in/mr-noto-taipei/teipei701.jpg

