
開館時間 ９：００～１７：1５
倉敷市有城７10

休 館 日 5日（月）・12日（月） ＴＥＬ：４２９－１７９1
まだまだ暑い日が続いていますが，秋がもうすぐ！季節を楽しもう。 19日（祝・月）・20日（火） ＦＡＸ：４２８－７９７５

23日(祝・金)・26日（月） HP http://kgwc.or.jp/kuraji/

19 20 22 23

26

                   

【１０月行事予定のお知らせ】
◆1日(土)おはなしあのね　◆2日(日)カプラであそぼう　◆6日(木)移動図書館　◆7日・14日・21日・28日(金)あそびタイム　◆8日(土)小学生工作　◆12日(水)おーい！0歳児

◆13日(木)ヨガじろうタイム　◆15日(土)卓球教室/オセロタイム　◆23日(日)おもちゃバンク/ママショップ　◆25日(火)おでかけなかよし運動会　◆28日(金)4・5歳児パーク

倉 敷 児 童 館

 　９月 　　   じどうかんだより 
※幼児の方の児童館利用は保護者同伴でお願いします

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

　令和４年　　　    くらしき

おはなしあのね
10:40〜11:30 10:00〜11:30 13:30〜14:00

移動図書館 あそびタイム

（運休の可能性あり）

4 5 6 7

幼児親子どなたでも

8 9 10
カプラであそぼう 休

館
日

ヨガじろうタイム あそびタイム 小学生お月見団子作り

休日保育 幼児親子どなたでも ➁11:00〜12:00
10:00〜11:30 10:00〜11:30 10:00〜11:30 ①10:00〜11:00

11 12 13 14 15 16 17おでかけ児童館

休
館
日

おーい！０歳児 あそびタイム in新⽥公⺠館
リトミック

14:00〜15:00

10:00〜11:30 10:00〜11:00
10:00〜10:50 幼児親子どなたでも 卓球教室

18 21 24

オセロタイム
休日保育 15:00〜16:00

10:00〜11:00
休
館
日

休
館
日

秋の工作
おーい！2・３歳児

25おもちゃバンク 27 28 29 30
休日保育 休日保育休日保育

休
館
日

キッズアトリエ わらべうた 10:00〜11:30
10:00〜11:00

休
館
日

おーい！１歳児 あそびタイム

10:00〜11:30
＆ママショップ 10:00〜11:00 幼児親子どなたでも

休日保育

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。

なお，利用状況によって，密を避けるために，

利用の制限をさせて頂く可能性があります。

施設内での飲食は，当面の間できません。

（水分補給を除く）

～来館時のおねがい～
新館オープン後も当面の間は，敷地内への自家用車の駐車ができません。

引き続き駐車場は，道路沿いの枠内のスペースか、旧山陽ハイツグラウンドを

駐車場としてご利用ください。なお、駐車場内と道路沿いは保護者の方が

必ずお子さんに付き添って歩いてください。ご協力をお願いします。

妊婦・車いすご利用の方は、ご相談ください。

９月の行事・おでかけ児童館の詳しい内容は

裏面にのせています チェックしてね♪

いろいろなおもちゃで自由に遊びます。手遊び、パネルシアター、読み聞かせ等もあるよ。

密を避けるため 手あそびの時間は 人数制限しながら 数回に分けて

させていただくこともあります。 ご協力をお願いします。

～９月のあそびタイムは ２日・９日・１６日・３０日です～

新型コロナウイルス感染拡大の影響により予定変更の可能性があります。ホームページや電話でご確認ください。

館内おもちゃ貸し出し、対面でするものは、できる限りマスク着用でお願いします

～ご確認ください～

行事の申し込みは，１か月前からできます。（その日が休館日の場合は，その次の開館日からになります。）

おでかけ児童館のみ，電話でも受け付けます。定員があるものは倉敷市民の方が優先です。

申し込めるのは，ご本人かその保護者の方ですが，受付開始２日目からはそれ以外の方でも受け付けます。

～利用者カード記入のお願い～
令和４年度の利用者カードのご記入が

まだの方はよろしくお願いいたします。

遊戯室で卓球や
バスケットボール

(４年生以上)

などのスポーツを

する人は，

必ず体育館用

シューズを持って

きてください。

(はだし不可)

新児童館自転車は

自転車

置き場に

とめてね
この先

児童館入口

新児童館 臨時駐車場

（旧山陽ハイツ

グランド）



小学生お月見団子作り
１０日（土）

①１０：００～１１：００

➁１１：００～１２：００
小学生以上各１０人

参加費：１００円

★要申込 TEL不可

(来館にて申込受付中)

持ち物：エプロン・三角巾・マスク

手拭き・お茶

ミニ児童館

１７日（土）

１０：００～１１：００

場所：新田公民館

どなたでも

（幼児は保護者同伴）

当日受付

いろんなおもちゃや

工作コーナーなど

あります！

直接会場への

お問い合わせは

ご遠慮ください

おーい！２・３歳児
「秋の工作」
２１日（水）

１０：００～１１：００
2・3歳児(H30.4/2～R2.4/1生まれ)

親子１５組 無料

★要申込 TEL不可

(来館にて8/22～申込受付)

おーい！０歳児
「リトミックあそび」

１４日（水）１０：００～１０：５０
０歳児(R3.4/2以降生まれ)

※ 親子１５組 無料

★要申込 TEL不可

(来館にて申込受付中)

ヨガじろうタイム
８日（木）

１０：００～１１：３０
子育て中の保護者対象 １５組

参加費：１００円

★要申込 TEL不可

来館のうえ申込(申込受付中)

卓球教室
１７日（土）

１４:００～１５：００
小学４年生以上 先着１０名程度

当日受付 無料

持ち物：お茶、室内シューズ、

タオル、あればラケット

オセロタイム
１７日（土）

１５：００～１６：００
どなたでも

（ルールがわかる人）

当日受付 無料

★マスクをして参加してね！

カプラであそぼう
４日（日）

１０：００～１１：３０
どなたでも 無料

「カプラ」とは…積み重ねるだけで、

建物や乗り物などを作れる

フランス生まれの木製板です。

自由に作ってみよう！

おはなしあのね
３日（土）

１３：３０～１４：００
どなたでも

当日受付 無料

楽しいお話を

聞きましょう！

おもちゃバンク
２５日（日）

１０：００～１１：００
当日９時半までに来られた方は抽選で順番を決め、

その後は来館順に受け付けします。

どなたでも 無料

★誰かに使ってもらいたいおもちゃや本を持ってきてね！

持参・持ち帰りのみもOK。

児童館に来ているお友達に使ってもらいます。

お部屋に入ったら３分くらいで持ち帰るものを決めてね！

キッズアトリエ

＆ママショップ
２５日（日）

１０：００～１１：３０
どなたでも 実費

当日受付

手作りの品が

並びます。

おーい！１歳児
「わらべうたあそび」
２８日(水)１０:００～１１：００
１歳児(R2.4/2～R3.4/1生まれ)

親子１５組 無料

★要申込 TEL不可

(来館にて8/28～申込受付)

おでかけ

施設内で休日保育事業実施中です‼
ご利用ご希望の方は事前登録が必要です。

ご気軽に職員にお尋ねください。

・実施日：日曜・祝日(年末年始を除く)

・時間：７：３０～１８：００の間

・その他料金など，チラシ・ホームページをご覧ください。


