
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♪

　

23
休
館
日

31

カプラであそぼう

10:00～11:30

24 25 26 27

おもちゃバンク

10:00～11:30

キッズアトリエ＆

ﾏﾏｼｮｯﾌﾟ

10:00～12:00

休館日

ｉｎ新田公民館 移動図書館

ミニ児童館

10:00～11:00

inプラザ体育館

10:00～11:00

10:00～11:45
幼児親子どなたでも

9

休
館
日

休
館
日

inプラザ和室
①15:00～②15:35～

14:00～15:00

16

10:00～11:45

チューブブレスレット

①10:00～10:30

おでかけ児童館

ディアボロ教室

10

17 18

②10:45～11:15

カプラであそぼう

10:00～11:30

おでかけ児童館

②11:00～
ほんわか

休
館
日

あそびタイム

おでかけ児童館

親子deリズムあそび

10:00～10:30

おでかけ児童館

額にかざろう

ヨガじろうタイム

10:00～11:00 10:40～11:30

10:00～11:30

10:00～11:30

ｉｎプラザ視聴覚室

inライフ音練

28

テーブルランプ作り

14:00～15:00

14:00～15:00

1511 12 13 14

てがたアートでうちわ作り

14:00～15:00

ピチピチだ魚！

①14:00～14:30

②14:45～15:15

2 4 5 6 7

倉 敷 児 童 館

 　8月 　　    じどうかんだより 
倉敷市有城７10

ＴＥＬ：４２９－１７９1
　２日（日）・　９日（日）・１０日（月） ＦＡＸ：４２８－７０６7
１６日（日）・２３日（日）・３１日（月） HP http://kgwc.or.jp/kuraji/

　令和２年　　　 くらしき
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おでかけ児童館 額にかざろう

ビーズでつくろう♪

幼児親子どなたでも

カプラであそぼう

29

ｷﾗｷﾗせっけん作り

木片をくっつけてすきなものを作ります。

小学生以上１5名 材料代200円

持ち物：木工用ボンド、上靴、筆記用具、

お茶、タオル

持ち帰り用の箱か袋

（底の広いもの できあがるものが

個人で違うので大きめがいいです）

要申込（来館のうえ申込受付中 ℡不可）

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

かんたんに楽しくできるよ♡

てがたでうみの生き物をえがこう！

5日（水）14:00～15:00 小学生以上8名

参加費：50円

要申込（来館のうえ申込受付中 ℡不可）

楽しいお話を

聞きましょう

どなたでも

（幼児は親子で）

当日受付 無料

8月のおでかけ児童館

てがたアートでうちわ作り

お知らせ 10月から予定の0歳児クラブBの新規会員募集は、新型コロナウイルス対策のため中止します。ご了承ください。

ギョ

小学生以上 各回8人 参加費:50円

要申込（来館のうえ申込受付中 ℡不可）

どうやって動いてるの!? ピチピチはねる魚のカードをつくろう!

ディアボロ（中国ごま）を

回してみよう♪

小学生以上１０人 無料

持ち物：お茶、室内シューズ

要申込（申込受付中 ℡可）

小学生以上 15名 参加費：50円

4つ切り画用紙は児童館で準備します

持ち物：絵を描く道具（絵の具、クレヨンなど自由）

かきたいもの（あれば） お茶、タオル、上靴

要申込（来館のうえ申込受付中 ℡不可）

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

～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。

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。

☆おもちゃバンク☆ 30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

☆ｷｯｽﾞｱﾄﾘｴ＆ﾏﾏｼｮｯﾌﾟ☆

30日（日）10:00～12:00

手作りの品が並びます

どなたでも 当日受付 実費

親子でリトミックを

楽しみましょう♪

4日（火）10:00～10:30

ライフパーク倉敷2階音楽練習室

幼児親子10組 無料

要申込（申込受付中 ℡可）

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

どなたでも10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（来館申込受付中 ℡不可）

持ち物:お茶・タオル・ヨガマット（あれば）

好きなものを額に入れよう！
5日と内容は同じです
小学生以上10人
無料 要申込
（申込受付中 ℡可）

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）

・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

21日と内容は同じです
小学生以上10人
無料 要申込
（申込受付中 ℡可）

【9月の予定】◆2日（水）・3日（木）おでかけ児童館◆3日（木）移動図書館

◆4日・11日・18日・25日（金）あそびタイム◆5日（土）おはなしあのね◆6日（日）カプラであそぼう

◆10日（木）ヨガじろうタイム◆16日（水）おでかけ歌と絵本でABC◆18日（金）目のはなし

◆19日（土）卓球教室/オセロタイム◆27日（日）おもちゃﾊﾞﾝｸ/ｷｯｽﾞｱﾄﾘｴ＆ﾏﾏｼｮｯﾌﾟ

親子deリズムあそび

キラキラせっけん作り
宝石のようにみえる!?せっけんを作ろう!

17日（月）14:00～15:00

小学生以上 8名 参加費：100円

要申込（来館のうえ申込受付中 ℡不可）

夏らしい世界にひとつだけのﾌﾞﾚｽﾚｯﾄをつくろう
18日（火）①10:00～10:30②10:45～11:15

4歳以上（幼児は保護者同伴） 各回8人
参加費：50円 要申込（来館のうえ申込受付中 ℡不可）

夏の夜をほんわりとともすミニランプ作りです
18日（火）14:00～15:00

小学生以上8名 参加費：150円
要申込（来館のうえ申込受付中 ℡不可）

チューブブレスレット ほんわかテーブルランプ作り

場　　所 対象・定員 内　容 事前申し込み

8/4（火） 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）

8/5（水） 10:00～11:00 新田公民館大会議室 小学生以上10人 工作 要申込（申込受付中）
8/11（火） 10:00～11:00 くらしき健康福祉プラザ4階体育館 小学生以上10人 ディアボロ 要申込（申込受付中）

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
①15:00～15:30
②15:35～16:05

8/21（金） 14:00～15:00 くらしき健康福祉プラザ3階視聴覚室　 小学生以上10人 工作 要申込（申込受付中）

どなたでも

各回5組10人程度
英語あそび 不要・当日受付

日　時

8/19（水）
くらしき健康福祉プラザ3階和室


