
日 月 火 水 木 金 土
1

運動遊び４歳児①「なわとび他」 14：00～14：45 ４歳児　８人 上靴，お茶，タオル

運動遊び５歳児①「なわとび他」 15：15～16：00 ５歳児　８人 運動ができる服装

2 3 4 5 6 7 8 つくってみよう３・４歳児

一輪車トレーニングタイム 親子遊びタイム 「お正月遊び」

16:00～17:00 10:00～11:00 つくってみよう５歳児

「お正月遊び」

9 10 11 12 13 14 15 運動遊び４歳児②「なわとび他」 14：00～14：45 ４歳児　８人 上靴，お茶，タオル

親子遊びタイム ※なかよし1・２歳児 親子遊びタイム ※バドミントン教室① 運動遊び５歳児②「なわとび他」 15：15～16：00 ５歳児　８人 運動ができる服装

10:00～11:00 10:00～10:45 10:00～11:00 10:00～11:00
【倉敷東小学校体育館】

※運動遊び４歳児① 一輪車トレーニングタイム とんど焼き おでかけバドミントン教室

14:00～15:30 14:00～14:45 16:00～17:00 14:00～15:00 【倉敷東小学校体育館】

※運動遊び５歳児① バドミントン教室①

15:15～16:00 「ラケットの持ち方からやってみよう」

16 17 18 19 20 21 22 えとのカレンダー作り 10：00～11：30 小学生　１５人 お茶，タオル

※二分の一成人式 おでかけ児童館 親子遊びタイム 親子トトロの会 ※えとのカレンダー作り 運動遊び１～３年生 上靴，お茶，タオル

14:00～16:00 in西阿知公民館 10:00～11:00 10:00～11:00 （小学生） 「なわとび他」 運動ができる服装

「えとの工作」 ※つくってみよう３・４歳児 10:00～11:30 バドミントン教室②

10:00～11:00 14:00～15:00 ※運動遊び１～３年生 「ラケットの持ち方からやってみよう」

※つくってみよう５歳児 14:00～15:00

15:15～16:15

23 24 25 26 27 28 29
※子育て支援(託児付き) 親子遊びタイム おでかけ児童館 親子遊びタイム ※バドミントン教室②

手作りおもちゃ作り 10:00～11:00 in西阿知公民館 10:00～11:00 10:00～11:00

10:00～11:00 子どもの視力の話 「豆まきごっこ」 パネルシアター♪やっほい！

10:45～11:00 10:00～11:00 10:45～11:00

おもちゃバンク

11:00～12:00

30 31
※運動遊び４歳児②

14:00～14:45

※運動遊び５歳児②

15:15～16:00

【幼児向け定例行事】

       あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

12 水休
館
日 13 木 10：00～10：45

１・２歳児親子(H30.4.2～R2.4.1生まれ)　15組

親子とも上靴，お茶

なかよし１・２歳児
「お正月遊び」

休
館
日

休
館
日

30 日

【小学生向け定例行事】

19 水

15：15～16：15

14：00～15：00 ３・４歳児　１０人 上靴，お茶

上靴，お茶５歳児　１０人

※おでかけ
バドミントン教室 休

館
日

休
館
日 ある人はラケット，上靴，お茶

15 土 10：00～11：00
小学３年生以上　４人

9 日 14：00～15：30
小学３年生以上　８人

休
館
日 ある人はラケット，上靴，お茶

休
館
日

ある人はラケット，上靴，お茶

22 土

29 土 10：00～11：00
小学３年生以上　４人

14：00～15：00 １～３年生　８人

休
館
日

2022年 倉敷北児童センター

倉敷市宮前92－1

TEL/FAX（086）422－6539

http://kgwc.or.jp/kurakita/

《開館時間》 9：00～17：１５

《休 館 日》 １日（土･祝） ２日（日） ３日（月）

１０日（月･祝） １１日（火） １７日（月）

２４日（月） ３１日（月）

とんど焼き

15日（土）14:00～15:00

【雨天中止】

対 象：どなたでも（幼児は親子で）

当日受付

お飾りや書初めなどの燃やす物は，

13時半までに必ず持ってきてください。

２月の予定
２日（水） 一輪車トレーニングタイム

３日（木） おでかけ児童館㏌庄公民館「節分」

５日（土） ※運動遊び（１～３年生）

９日（水） おもちゃバンク

※運動遊び（４歳児①・５歳児①）

１２日（土） ※輪なげをしよう

１３日（日） ※おでかけバドミントン教室【倉敷東小学校】

１６日（水） ※つくってみよう（３・４歳児・５歳児）

☆行事の申込みについて☆
◎※のあるものは，事前に申込みが必要です。

行事の１カ月前から受付ます。

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。

◎定員のあるものは、倉敷市民の方が優先です。

◎①･②とある行事の申込みは，

どちらかひとつです。

◎おでかけ児童館は電話での申込みもできます。

◎どの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。

対象：小学生以上

服装：運動靴

ズボン

雨天中止

対象：小学生以上

服装：運動靴

ズボン

雨天中止

毎週 水・金曜日

（21日以外）

対象：乳幼児親子

先着15組

持ち物：親子とも上靴

対 象：

0～1歳半の親子

先着１０組

持ち物：

親子とも上靴
二分の一成人式

16日（日）14:00～16:00
対 象：小学4年生 15人

持ち物：上靴 要申込み

20歳の半分のお祝いの会です。

みんなと一緒にお祝いをして，思い出

に残る会にしましょう。

おでかけ児童館in西阿知公民館

18日（火）10:00～11:00 「えとの工作」

27日（木）10:00～11:00 「豆まきごっこ」

対 象：乳幼児親子 各10組

持ち物：お茶 当日受付

季節の工作や遊びをします。みんな遊びに来てね！

打ち合いをします！

子育て支援(託児付き)

「手作りおもちゃ作り」

25日（火）10:00～11:00
対 象：子育て中の保護者 10人

持ち物：お茶・タオル・子どもは上靴

要申込み

おもちゃ「ポットン落とし」を手作り

してみましょう。

☆利用時のおねがい☆
◎入館時は手指の消毒をしましょう

◎マスクをつけましょう

◎水またはお茶を持ってきましょう

１７日（木） ※なかよし１・２歳児

一輪車トレーニングタイム

１８日（金） 親子トトロの会

１９日（土） ※バドミントン教室

２０日（日） ※運動遊び（４歳児②・５歳児②）

２５日（金） パネルシアター♪やっほい！（先着15組）

おもちゃバンク

２６日（土） ※福祉体験ととんとんずもう作りと大会

２７日（日） ※こま回しをしよう

「パネルシアター♪

やっほい！」さん

が来てくれるよ♡
楽しい歌やミュージッ

クパネルがいっぱい!!!

おもちゃバンク

28日（金）11:00～12:00
対 象：どなたでも（幼児は親子で）

当日受付

使わなくなって寄付していただいた

おもちゃなどをお譲りします。大切

に使ってね！

すくすく広場
20日・27日（木）10:00～11:30

対 象：乳幼児親子

持ち物：お茶・親子とも上靴 当日受付

この日のこの時間帯は、遊戯室で自由に

遊べます。いつも出ていない遊具で遊ん

でみよう。

「すくすく広場」を
新たに始めます。

このひよこマーク
がついている日に

するよ！来てね!!

子どもの視力の話

26日（水）10:45～11:00
対 象：どなたでも

当日受付

健康福祉プラザから視能訓練士の方

が来て、視力についてお話してくれ

ます。


