
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月のクラブ活動・行事予定 

１ 土 
ふれあいペタンク大会 

バドミントンクラブ A・B                  

9：30～12：00 

14：00～16：45 

小学生以上。要申込み(～5/31 まで) 

会員制。上靴，ラケット，お茶持参 

２ 日 キッズ体操【とび箱】 14：00～15：00 申込者。 

５ 水 
幼児遊びタイム 

チャイルドクラブ 4 歳児 

10：00～11：30 

14：00～15：30 

乳幼児親子。当日受付。親子とも上靴持参 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

８ 土 チャレンジクラブ A 13：30～15：30 会員制。上靴，お茶持参 

９ 日 
サッカークラブ A・B 

バスケクラブ 

9：00～12：00 

13：30～15：30 

会員制。雨天中止 

会員制。東小。上靴，ボール，お茶，タオル持参 

１２ 水 
幼児遊びタイム 

幼児運動クラブ 4・5 歳児 

10：00～11：30 

14：00～16：15 

乳幼児親子。当日受付。親子とも上靴持参 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

１３ 木 
なかよしクラブ 

一輪車トレーニングタイム 

10：00～11：00 

16：00～17：00 

会員制。上靴，お茶持参 

小学生以上。運動靴。雨天中止 

１５ 土 
運動遊びクラブ A・B 

チャレンジクラブ B 

9：30～11：45 

13：30～15：30 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

会員制。上靴，お茶持参 

１９ 水 

幼児遊びタイム 

チャイルドクラブ 5 歳児 

一輪車トレーニングタイム 

10：00～11：30 

14：00～15：30 

16：00～17：00 

乳幼児親子。当日受付。親子とも上靴持参 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

小学生以上。運動靴。雨天中止 

２１ 金 親子トトロの会 10：00～11：00 ０～１歳半親子。バスタオル，親子とも上靴持参 

２２ 土 
ふれあい園芸 

運動あそび「JUMP-JAM」 

14：00～15：00 

午後 

要申込み(6/1～6/21 まで) 

場所：二万小学校 

２３ 日 
運動あそび「JUMP-JAM」 

運動あそび「JUMP-JAM」 

午前 

午後 

場所：緑丘小学校 

場所：くらしき健康福祉プラザ 

２６ 水 幼児遊びタイム <育児相談> 10：00～11：30 乳幼児親子。当日受付。親子とも上靴持参 

２７ 木 なかよしクラブ 10：00～11：00 会員制。上靴，お茶持参 

２８ 金 すくすくクラブ 10：00～11：00 会員制。上靴，お茶持参 

 

 

 

２０１９年 ６・７月 No．３６４号   《休館日》 ６月３日(月)，１０日(月)， 

     倉敷北児童センター        １７日(月)，２４日(月) 

倉敷市宮前 92－1  �(086)422－6539         ７月１日(月)，８日(月)，１５日(祝)， 

http://kgwc.or.jp/kurakita/         １６日(火)，２１日(日)，２８日(日) 

 

 

 

 

 

          ７月４日(木) 夏休み号発行予定 
            夏休み行事の申込みは，７月１３日(土) ９：３０～  

            詳しくは夏休み号を見てね！！ 

 

 

 

７月夏休み前までのクラブ活動・行事予定 

３ 水 
幼児遊びタイム 

チャイルドクラブ 4 歳児 

10：00～11：30 

14：00～15：30 

乳幼児親子。当日受付。親子とも上靴持参 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

５ 金 親子トトロの会 10：00～11：00 ０～１歳半親子。バスタオル，親子とも上靴持参 

６ 土 
ふれあい七夕のつどい 

バドミントンクラブ A・B 

9：30～12：00 

14：00～16：45 

小学生以上。要申込み(6/1～7/3 まで) 

会員制。上靴，ラケット，お茶持参 

７ 日 人形劇鑑賞 13：30～14：30 どなたでも 150 人。要申込み(6/1～) 

１０ 水 
幼児水遊び 

幼児運動クラブ 4・5 歳児 

10：00～11：30 

14：00～16：15 

乳幼児親子。当日受付。雨天時は遊びタイム 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

１１ 木 
なかよしクラブ 

一輪車トレーニングタイム 

10：00～11：00 

16：00～17：00 

会員制。上靴，お茶持参 

小学生以上。運動靴。雨天中止  

１３ 土 チャレンジクラブ A 13：30～16：00 会員制。詳しくは案内にて 

１４ 日 
サッカークラブ A・B 

バスケクラブ 

9：00～12：00 

13：30～15：30 

会員制。雨天中止 

会員制。東小。上靴，ボール，お茶，タオル持参 

１７ 水 
幼児水遊び 

チャイルドクラブ 5 歳児 

10：00～11：30 

14：00～15：30 

乳幼児親子。当日受付。雨天時は遊びタイム 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

１９ 金 すくすくクラブ 10：00～11：00 会員制。上靴，お茶持参 

２０ 土 
運動遊びクラブ A・B 

チャレンジクラブ B 

9：30～11：45 

13：30～16：00 

会員制。上靴，タオル，お茶持参 

会員制。詳しくは案内にて 

おしらせ 

うら面もあります!! 

☆☆☆☆☆ おねがい ☆☆☆☆☆ 
＊行事の申込みは本人か家族の方が，児童センターへ来館し，申込んでください。 

＊どのクラブ，行事も時間厳守でお願いします。開始時間を過ぎた場合，参加できないこともあります。 

 



 

☆ ふれあいペタンク大会 ☆ 
６月１日(土) ９：３０～１２：００ 

対 象…小学生以上 

 持ち物…お茶，タオル，帽子，運動靴着用 

 申込み…～5/31(金)まで 

※運動遊びクラブ会員は参加してください。 

☂雨天の場合，輪投げ大会をしますので上靴 

 を持参してください。 

 

☆ 育児相談 ☆ 
６月２６日(水) １０：００～１１：００ 

育児相談や身体測定ができますよ。 

 対 象…乳幼児親子 

 持ち物…親子とも上靴 

※幼児遊びタイムと並行して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ ふれあい七夕のつどい ☆ 
７月６日(土) ９：３０～１２：００ 

七夕かざりを作ったり，たんざくに願い事 

を書いたりして楽しく過ごしましょう。 

 対 象…小学生以上 

 持ち物…上靴，お茶，タオル 

 申込み…6/1(土)～7/3(水)まで 

※運動遊びクラブ会員は参加してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ ふれあい園芸 ☆ 
６月２２日(土) １４：００～１５：００ 

             【雨天中止】 

野菜の収穫や苗植え，果物の袋かけをします。 

 対 象…小学生以上 １０人 

 持ち物…軍手，帽子，お茶，タオル 

 申込み…6/1(土)～6/21(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 人形劇鑑賞 ☆ 
７月７日(日) １３：３０～１４：３０ 

くらしき作陽大学「ぱれっと」による公演。 

対 象…どなたでも １５０人 

    （幼児は親子で） 

 申込み…6/1(土)～ 

 

☆ 幼児水遊び ☆ 
７月１０・１７日(水)  

１０：００～１１：３０ 

お母さんやお友達と水遊びをしましょう。 

※水の中には入れません！ 

【雨天中止：通常の幼児遊びタイムになる 

 ので，親子共上靴を持ってきてください】 

 対 象…乳幼児親子 

 持ち物…着替え，タオル，サンダル，帽子 

※当日受付 

運動あそび「ＪＵＭＰ－ＪＡＭ（ジャンジャン）」がやってくる！ 

子どもたちに「身体を動かすことの楽しさ」 

を伝えに東京から指導に来てくれます。 

ぜひ，参加してね。 

６月２２日(土)午後 二万小学校 

６月２３日(日)午前 緑丘小学校 

６月２３日(日)午後 くらしき健康福祉プラザ 

※要申込み 

【対象者，申込み等の詳細は別紙ちらしにて】 

「ＪＵＭＰ－ＪＡＭ」とは 
一般財団法人 児童健全育成財団とス

ポーツ用品メーカー ナイキがパート

ナーを組み，新しいプログラムを通し

て運動遊びの素晴らしさをお届けし

ています。 

「ＪＵＭＰ－ＪＡＭ」プログラムは子

どもたちに遊びの魅力を伝え，より幸

せで健康的な人生を歩むための自己

肯定感やスキルを養います。 


