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 　7月 　　    じどうかんだより 
倉敷市有城７10

ＴＥＬ：４２９－１７９1
　６日（月）・１３日（月）・２０日（月） ＦＡＸ：４２８－７０６7

HP http://kgwc.or.jp/kuraji/

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

・定員がある行事は、倉敷市の方を優先させていただきます

・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

・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

いろいろな人との対戦を楽しもう

順位は決めません

どなたでも（ルールがわかる人）

当日受付 無料

☆おもちゃバンク☆ 19日（日）10:00～11:30

おもちゃの交換をしませんか

使わなくなったおもちゃや本を持ってきてね

持参・持ち帰りのみもOK

どなたでも 当日受付 無料

手作りの品が並びます

どなたでも

当日受付 実費

倉敷児童館は 6月17日（水）～7月16日（木）の間、

建て替えに伴う工事のため臨時休館していますのであそべません。

おでかけ児童館は行いますので、会場をご確認のうえ、お越しください。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

臨時休館日は

電話・FAXは通じます！

みんなで英語に親しもう♪

どなたでも各回先着5組10人程度

無料 当日受付（１４:４５～受付開始）

親子でリトミックを楽しみましょう♪

幼児親子10組 無料

要申込（申込受付中 ℡でも可）

卓球（小学4年生以上）が したい人は 室内シューズを もってきてね♪

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご利用の際は、

・マスクの着用 ・来た時、帰る時の手洗い ・水分補給の用意 ・検温

などの感染症予防対策をお願いいたします。

使えるおもちゃ等に制限がありますが、ご了承ください。

多くの方が児童館やおでかけ会場に来てくださった場合には、

お待ちいただいてお部屋に入っていただくことがあります。

ご理解・ご協力よろしくお願いします。

～来館時のおねがい～
道路入口から玄関まで歩く場合は、

図の矢印のとおり、

必ず歩道を通るようにしてください。

駐車場スペースには

入らないようにお願いします。

駐車場は、アスファルト部分は以前と同じです。

お車でお越しの際には、

駐車場内は保護者の方が

お子さんに必ず付き添って歩いてください。

９日（木）１０:００～１１:３０ くらしき健康福祉プラザ3階視聴覚室

子育て中の保護者対象 10組程度(大人のみもＯＫ） 参加費:100円

申込受付中（℡可 参加費当日集金）

その後の残りの枠は当日受付（9:45～受付開始）

持ち物:お茶・タオル・ヨガマット（あれば）
ヨガじろうタイム

18日（土）14:00～15:00

小学4年生以上

先着6名程度

当日受付 無料

持ち物：お茶、室内シューズ、

あればラケット

要申込のものは 児童館に直接来館か電話（℡429-1791）で受付します（休館日を除く）
当日受付の行事でも定員よりたくさんの方がいらした場合は、お待ちいただくことがあります

７月のおでかけ児童館

【8月の予定】◆1日（土）木の工作/おはなしあのね◆3日・17日・24日（月）ｶﾌﾟﾗであそぼう◆4日（火）おでかけ親子deﾘｽﾞﾑ/ぴちぴちだ魚（ｷﾞｮ）

◆5日（水）てがたｱｰﾄでうちわを作ろう！◆6日（木）ﾖｶﾞじろうﾀｲﾑ/移動図書館◆7日（金）・21日・28日（金）あそびﾀｲﾑ

◆7日・21日（金）額にかざろう◆11日（火）おでかけﾃﾞｨｱﾎﾞﾛ教室◆17日（月）ﾏｲせっけん◆18日（火）ﾁｭｰﾌﾞﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ

◆19日（水）おでかけ歌と絵本でABC◆22日（土）卓球教室/オセロタイム◆30日（日）おもちゃバンク/ｷｯｽﾞｱﾄﾘｴ＆ﾏﾏｼｮｯﾌﾟ

場　　所 対象・定員 内　容 事前申し込み
7/1（水） 10:00～10:30 ライフパーク倉敷2階音楽練習室 幼児親子どなたでも10組 リトミック 要申込（申込受付中）

7/2（木） 10:00～11:00 くらしき健康福祉プラザ3階視聴覚室　途中入退室可 幼児親子どなたでも15組30人程度 ミニ児童館 不要・当日受付
7/3（金） 10:00～11:00 ライフパーク倉敷2階音楽練習室　途中入退室可 幼児親子どなたでも10組20人程度 あそびタイム 不要・当日受付
7/8（水） 10:00～11:00 くらしき健康福祉プラザ3階和室　途中入退室可 幼児親子どなたでも5組10人程度 ミニ児童館 不要・当日受付
7/9（木） 10:00～11:30 くらしき健康福祉プラザ3階視聴覚室　 子育て中の保護者10組程度 ヨガ 要申込（申込受付中）
7/10（金） 10:00～11:00 備南ふれあい会館（倉敷市茶屋町1938-2）　途中入退室可 幼児親子どなたでも10組20人程度 あそびタイム 不要・当日受付

10:00～11:00 くらしき健康福祉プラザ2階201研修室　途中入退室可 幼児親子どなたでも20組40人程度 ミニ児童館 不要・当日受付
①15:00～15:30
②15:35～16:05

くらしき健康福祉プラザ3階和室
どなたでも

各回5組10人程度
英語あそび 不要・当日受付

7/16（木） 10:00～11:00 くらしき健康福祉プラザ3階和室　途中入退室可 幼児親子どなたでも5組10人程度 ミニ児童館 不要・当日受付
7/22（水） 10:00～11:00 備南ふれあい会館（倉敷市茶屋町1938-2）　途中入退室可 幼児親子どなたでも10組20人程度 ミニ児童館 不要・当日受付
7/29（水） 10:00～11:00 ライフパーク倉敷2階音楽練習室　途中入退室可 幼児親子どなたでも10組20人程度 ミニ児童館 不要・当日受付

日　時

7/15（水）


