
日 月 火 水 木 金 土
1
0

2 3 4 5 運動遊び４歳児①「とび箱他」 14：00～14：45 ４歳児　１０人 上靴，お茶，タオル

親子遊びタイム 親子遊びタイム ※運動遊び１～３年生 運動遊び５歳児①「とび箱他」 15：15～16：00 ５歳児　１０人 運動ができる服装

10:00～11:00 10:00～11:00 14:00～15:00 つくってみよう３・４歳児「飛ばして遊ぼう」 14：00～15：00 ３・４歳児　１０人
子どもの視力の話 「ひなまつり」 つくってみよう５歳児「飛ばして遊ぼう」 15：15～16：15 ５歳児　１０人

10:45～11:00 10:00～11:00

一輪車トレーニングタイム

16:00～17:00 運動遊び４歳児②「とび箱他」 14：00～14：45 ４歳児　１０人 上靴，お茶，タオル

運動遊び５歳児②「とび箱他」 15：15～16：00 ５歳児　１０人 運動ができる服装

6 7 8 9 10 11 12

親子遊びタイム ※子育て支援(託児付き) 親子遊びタイム 運動遊び１～３年生 上靴，お茶，タオル

10:00～11:00 手作りおもちゃ作り 10:00～11:00 「とび箱他」 運動ができる服装
【倉敷東小学校体育館】

※運動遊び４歳児① 10:00～11:30 おもちゃバンク おでかけバドミントン教室

14:00～15:30 14:00～14:45 11:00～12:00 【倉敷東小学校体育館】

※運動遊び５歳児①

15:15～16:00

13 14 15 16 17 18 19 26 土 工作くねくねおもちゃ 10：00～11：30 小学生　１５人 お茶，タオル

おもちゃの病院 親子遊びタイム ※なかよし1・２歳児 親子トトロの会 ※バドミントン教室

10:00～15:00 10:00～11:00 10:00～10:45 10:00～11:00 10:00～11:00
（受付13:30まで） 「春を探そう」 ※つくってみよう３･４歳児 一輪車トレーニングタイム

10:00～11:00 14:00～15:00 16:00～17:00

※つくってみよう５歳児

15:15～16:15

20 21 22 23 24 25 26

親子遊びタイム 親子遊びタイム ※工作くねくねおもちゃ

10:00～11:00 10:00～11:00 （小学生）

10:00～11:30

27 28 29 30 31
※運動遊び４歳児② 一輪車記録会 カプラで遊ぼう カプラで遊ぼう

14:00～14:45 10:00～11:00 9:00～12:00 9:00～12:00

※運動遊び５歳児② 【雨天順延】

15:15～16:00

【幼児向け定例行事】

暖かな陽の光とともに、小さな虫や花草を見かける季節となりました。センターの庭でも見つけられるかな?

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

9 水
おでかけ児童館
in西阿知公民館

16 水 上靴，お茶

17 木
なかよし１・２歳児
「『春』で遊ぼう」

10：00～10：45

27 日

【小学生向け定例行事】

※おでかけ
バドミントン教室 休

館
日

5 土 14：00～15：00 １～３年生　１０人

小学３年生以上　４人

ある人はラケット，上靴，お茶

6 日 14：00～15：30
小学３年生以上　８人

ある人はラケット，上靴，お茶

19 土 バドミントン教室 10：00～11：00

休
館
日

※おでかけ児童館

in酒津公園

休
館
日

休
館
日

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》 7日（月） １４日（月） ２１日（月･祝）

２２日（火） ２８日（月）

４月の予定
６日（水） 一輪車トレーニングタイム

１０日（日） ※おでかけバドミントン教室

【倉敷東小学校】

１３日（水） ※運動遊び（４歳児①・５歳児①）

１４日（木） 一輪車トレーニングタイム

１５日（金） 親子トトロの会

１６日（土） ※運動遊び（１～３年生）

１９日（火） ※おでかけ児童館㏌酒津公園

２０日（水） ※つくってみよう（３歳児・４・５歳児）

２１日（木） ※なかよし１・２歳児

２３日（土） ※バドミントン教室

２４日（日） ※動くストロー工作

※運動遊び（４・５歳児②）

２６日（火） おでかけ児童館㏌西阿知公民館

ラケットの

持ち方から

やってみよう！

対象：小学生以上

服装：運動靴

ズボン

【雨天中止】

対 象：

0～1歳半の親子

先着10組

持ち物：

親子とも上靴
打ち合いをします！

☆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

カプラで遊ぼう
30日（水）、31日(木) 9:00～12:00

対 象：どなたでも（幼児は親子で）

当日受付

児童センターにあるカプラで遊ぼう。高く積んだり、長く

並べたりして思い思いのモノを作ってみよう！

詳細は、お問い合わせください。

☆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。

おもちゃの病院
13日（日）10:00～15:00

対 象：子ども同伴でどなたでも
小学生以上は一人でも可

当日受付（受付時間；13：30まで）

修理代…無料（部品代は実費）

ゲーム機は受付けられません。

こわれたおもちゃを

直してくれる病院です。

一輪車記録会
29日（火）10:00～11:00

【雨天の場合、順延】

対 象：小学生以上

当日受付 ＊時間厳守でお願いします！

服 装：運動靴・ズボン

子どもの視力の話
2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。

子育て支援(託児付き)

「手作りおもちゃ作り」
10日（木）10:00～11:30

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。

「すくすく広場」をしています。

このひよこマークがついてい

る日にするよ！来てね!!

持ち物：親子とも上靴

時 間：10:00～11:30

おでかけ児童館in西阿知公民館

「ひなまつり」3日（木）10:00～

11:00

対 象：乳幼児親子 先着10組

持ち物：お茶・タオル

当日受付

センターからおもちゃや遊びを持って行くよ。

おでかけ児童館in酒津公園

「春を探そう」 【雨天中止】

15日（火）10:00～11:00

対 象：乳幼児親子 15組

持ち物：お茶・タオル・動きやすい服装

要申込み

集合場所：時計台周辺

（現地集合・現地解散）

北児童センターののぼりを目印に来てね。

毎週水・金曜日（18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：小学生以上 【雨天中止】

服装：運動靴 ･ズボン

当面の間 臨時休館のた

め中止
行事については再開次第、HPにてお知らせします

（不明な点についてはお問い合わせください）

当面の間 臨時休館のため中止

当面の間 臨時休館のため中止





）

つくってみよう（３歳児・４・５歳児）


