
真 備 児 童真 備 児 童真 備 児 童真 備 児 童 館館館館    

倉敷市真備町有井１５５６－２ 

TEL／FAX （０８６）６９７－０８３１ 

http://kgwc.or.jp/mabiji/ 

開館時間開館時間開館時間開館時間  ９：００～１７：１５ 

休休休休    館館館館    日日日日        6 日(月) 11 日(土・祝) １3 日(月) 

20 日(月) ２7 日(月)  

ひなまつりひなまつりひなまつりひなまつり会会会会    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも、子ども、子ども、子ども、子ども 101010100000 人人人人））））    

26262626 日日日日（日）（日）（日）（日）10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（2 月 25 日しめきり） 

歌を歌ったり、ゲームをしたりして

みんなでひなまつりを楽しみましょ

う。 

卓球大会卓球大会卓球大会卓球大会    

（（（（小学４年～小学４年～小学４年～小学４年～））））    

5555 日日日日（日）（日）（日）（日）13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み(2 月 4 日しめきり) 

中高生も大歓迎です。みんなで勝負

してみよう。 

幼児親子幼児親子幼児親子幼児親子クッキングクッキングクッキングクッキング    

（（（（2222 歳～、１０組歳～、１０組歳～、１０組歳～、１０組））））    

24242424 日（日（日（日（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み（２月 22 日しめきり） 

参加費:200 円 

「かんたん肉まんとクランチチ

ョコ」を作ります。 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、 

お茶、タオル、上靴 

 

出前キッズ号出前キッズ号出前キッズ号出前キッズ号    

inininin こどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつり    

11112222 日日日日（日）（日）（日）（日）9:159:159:159:15～～～～15:0015:0015:0015:00    

場所:ライフパーク倉敷 

児童館から遊びの出前をします。 

楽しいコーナーを用意しているので、 

みんな遊びにきてね♪ 

オセロ大会オセロ大会オセロ大会オセロ大会    

（ルールがわかる人）（ルールがわかる人）（ルールがわかる人）（ルールがわかる人）    

12121212 日（日（日（日（日日日日））））11113333:30:30:30:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み（2 月 10 日しめきり）

トーナメントで真剣勝負！いろ

んな学年の人と対戦しよう☆ 

            おもちゃの病おもちゃの病おもちゃの病おもちゃの病 院院院院    

((((どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも))))    

4444 日日日日（土）（土）（土）（土）    9:309:309:309:30～～～～12:0012:0012:0012:00    

                    当日受付当日受付当日受付当日受付    

壊れたおもちゃはありません

か？修理して大切に使いまし

ょう。部品代は実費。 

ヨガ・ストレッチをやってみようヨガ・ストレッチをやってみようヨガ・ストレッチをやってみようヨガ・ストレッチをやってみよう    

(どなたでも、25 人) 

9999 日（木）日（木）日（木）日（木）10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（2 月 5 日しめきり） 

参加費:100 円 託児あり 

お母さんのためのヨガ・ストレッチ

です。 

持ち物：ヨガマット（大きなバスタ

オル 2 枚でも可）、お茶 

    

       ２０１７年 

 

   

 

              暖かくなるまであと少し。体調管理をしっかりして、元気に冬を乗り越えましょう！ 
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日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

    

 

 

    

 

 

    

 

１１１１    

３歳児うさぎクラブ３歳児うさぎクラブ３歳児うさぎクラブ３歳児うさぎクラブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:00～15:00 

２２２２    

 

３３３３    ４４４４ 

おもちゃの病院おもちゃの病院おもちゃの病院おもちゃの病院 

  9:30～12:00 

手芸クラブ（会員制）手芸クラブ（会員制）手芸クラブ（会員制）手芸クラブ（会員制）    

13:30～15:30 

５５５５    

カレンダー作りカレンダー作りカレンダー作りカレンダー作り    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み） 

10:00～11:30 

卓球大会卓球大会卓球大会卓球大会    

（（（（要申込み要申込み要申込み要申込み）））） 

13:30～15:00 

 

６６６６    

 

休館日 

７７７７    

たけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズ    

午前中 

（たけのこタイムは 

 10:45～11:15） 

８８８８    

4444・・・・５歳児ぞうクラブ５歳児ぞうクラブ５歳児ぞうクラブ５歳児ぞうクラブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:00～15:00 

 

９９９９    

ヨガヨガヨガヨガ・ストレッチを・ストレッチを・ストレッチを・ストレッチを    

やってみようやってみようやってみようやってみよう    

（（（（母親クラブ母親クラブ母親クラブ母親クラブ真備真備真備真備    

チェリッシュチェリッシュチェリッシュチェリッシュ主催主催主催主催））））    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

１０１０１０１０    

     

１１１１１１１１    

    

休館日休館日休館日休館日    

    

    

１２１２１２１２ 

出前キッズ出前キッズ出前キッズ出前キッズ号号号号 iiiinnnn    

こどもこどもこどもこどもまつりまつりまつりまつり    

9:15～15:00 

オセロ大会オセロ大会オセロ大会オセロ大会    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

13:30～15:00 

１３１３１３１３    

休館日 

１４１４１４１４    

たけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズ    

午前中 

（たけのこタイムは 

 10:45～11:15）    

１５１５１５１５    

お話でてこいお話でてこいお話でてこいお話でてこい    

10:45～11:00 

 

 

１６１６１６１６    

    

 

１７１７１７１７    

出前キッズ号出前キッズ号出前キッズ号出前キッズ号 inininin    

まびいきいきプラザまびいきいきプラザまびいきいきプラザまびいきいきプラザ    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

１８１８１８１８    

工作クラブ工作クラブ工作クラブ工作クラブ（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～11:30 

親子体操（要申込み）親子体操（要申込み）親子体操（要申込み）親子体操（要申込み）    

10:00～11:00 

 

    

１９１９１９１９    

料理クラブ（会員制）料理クラブ（会員制）料理クラブ（会員制）料理クラブ（会員制）    

10:00～12:00 

ABCABCABCABC クラブクラブクラブクラブ((((会員制会員制会員制会員制))))    

13:30～14:00 

英語英語英語英語クラブクラブクラブクラブ((((会員制会員制会員制会員制))))    

①14:10～14:40 

②14:40～15:10 

２０２０２０２０    

 

休館日 

 

２１２１２１２１    

ママ友ママ友ママ友ママ友サロンサロンサロンサロン    

（要申込み（要申込み（要申込み（要申込み））））    

10:00～11:00 

 

２２２２２２２２    

リズムでリズムでリズムでリズムで    

チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ    

10:00～11:00 

   

   

２３２３２３２３    

1111 歳児チューリップクラブ歳児チューリップクラブ歳児チューリップクラブ歳児チューリップクラブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～10:50 

２歳児ひよこクラブ２歳児ひよこクラブ２歳児ひよこクラブ２歳児ひよこクラブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

11:00～11:50 

 

 

２４２４２４２４    

幼幼幼幼児親子クッキング児親子クッキング児親子クッキング児親子クッキング    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～12:00    

            

２５２５２５２５    

卓球クラブ（会員制）卓球クラブ（会員制）卓球クラブ（会員制）卓球クラブ（会員制）    

13:30～14:30    

２６２６２６２６    

ひなまつり会ひなまつり会ひなまつり会ひなまつり会    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

けん玉をけん玉をけん玉をけん玉をしよう！しよう！しよう！しよう！    

15:00～16:00 

２７２７２７２７    

 

休館日    

２８２８２８２８    

たけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズ    

        午前中 

（たけのこタイムは 

 10:45～11:15） 

                

クラブ名 対 象 定 員 月回数 曜日・時間 

1 歳児チューリップ H27.4.2～H28.4.1 生まれ ２５組 1 回 第 4（木）・10 時～ 

2 歳児ひよこ H26.4.2～H27.4.1 生まれ ２５組 1 回 第３（木）・10 時～ 

3 歳児うさぎ H25.4.2～H26.4.1 生まれ １５人 1 回 第 1（水）・14 時 15 分～ 

4・５歳児ぞう H23.4.2～H25.4.1 生まれ ２５人 1 回 第 2（水）・14 時 15 分～ 

ＡＢＣ ４・５歳児親子 １５組 1 回 第３（日）・13 時半～ 

英語① 小１・２年 1５人 1 回 第 3（日）・14 時 10 分～ 

英語② 小３～６年 １５人 1 回 第 3（日）・14 時 40 分～ 

料理 小１～3 年 １５人 1 回 第３（日）・10 時～ 

工作 小１～３年 ２４人 1 回 第３（土）・10 時～ 

生花 小 3～６年 ２０人 奇数月 第３（土）・13 時半～ 

陶芸 小４～６年 6 人 年９回 第 4（日）・13 時半～ 

卓球 小４～６年 １２人 ２回 第 2・４（土）・13 時半～ 

手芸 小４～６年 １５人 １回 第 1（土）・13 時半～ 

遊キッズ 小学生 ２４人 1 回 第 2（土）・10 時～ 

お茶 小学生～ １５人 奇数月 第 4（日）・10 時～ 

２２２２月月月月    
 

ママ友ママ友ママ友ママ友サロンサロンサロンサロン    

（乳幼児親子、（乳幼児親子、（乳幼児親子、（乳幼児親子、10101010 組組組組））））    

21212121 日（日（日（日（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（2 月 19 日しめきり） 

参加費:200 円 託児あり 

朝ごはんやおやつにもピッタリの簡単

蒸しパン「ピザ風蒸しパン」を作ります。 

持ち物:エプロン、三角巾、マスク、手拭

きタオル、お茶 

    

３月の行事予定３月の行事予定３月の行事予定３月の行事予定    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

※行事申※行事申※行事申※行事申し込みは１か月前からです。し込みは１か月前からです。し込みは１か月前からです。し込みは１か月前からです。((((来館をしてお申しこみください来館をしてお申しこみください来館をしてお申しこみください来館をしてお申しこみください))))    

3333 日日日日((((金金金金))))０歳児こんにちは！ 

4444 日日日日((((土土土土))))おもちゃの病院     

なおと兄さんと 

一輪車で遊ぼう！ 

5555 日日日日((((日日日日))))草もち作り(AM)    

カレンダー作り(PM) 

12121212 日日日日((((日日日日))))小学生クッキング(AM)    

オセロ大会(PM)    

    

クラブ申込み方法クラブ申込み方法クラブ申込み方法クラブ申込み方法    

    

★受付期間★★受付期間★★受付期間★★受付期間★    

２月 1 日（水）～２月２８日（火） 

※17 時 15 分必着 

★申込み方法★★申込み方法★★申込み方法★★申込み方法★    

児童館で配布している申込み専用はがきによる

申込み。 

※電話、FAX は不可。 

☆詳しい募集案内やはがき等は、 

２月 1 日から児童館で配布します。 

平成２９年度 児童館クラブ員募集 

リズムでチャチャチャリズムでチャチャチャリズムでチャチャチャリズムでチャチャチャ    

（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子、、、、15151515 組組組組））））    

22222222 日（水日（水日（水日（水））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（2 月 21 日しめきり） 

歌ったり踊ったり、リズムにのっ

て遊びましょう。 

親子体操親子体操親子体操親子体操    

（（（（2222～～～～3333 歳親子）歳親子）歳親子）歳親子）    

11118888 日日日日（（（（土土土土））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（2 月 17 日しめきり） 

親子で体を動かします。今月のテーマは

『跳ぶ』です。なわとびや色々なものを

跳んでみよう！ 

持ち物：お茶、動きやすい服装、上靴 

14141414 日日日日((((火火火火))))ママ友サロン 

15151515 日日日日((((水水水水))))リズムでチャチャチャ    

17171717 日日日日((((金金金金))))出前キッズ号 

in まびいきいきプラザ 

18181818 日日日日((((土土土土))))運動をしよう！ 

25252525 日日日日((((土土土土))))バスケをしよう！ 

          

カレンダー作りカレンダー作りカレンダー作りカレンダー作り    

（（（（5555 歳～小学生）歳～小学生）歳～小学生）歳～小学生）    

5555 日（日）日（日）日（日）日（日）10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

要申込み（2 月 4 日しめきり） 

３月のカレンダーを作るよ！いろい

ろ工夫して作ってみよう。 

たけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズたけのこキッズ    

（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子））））    

7777 日・日・日・日・14141414 日日日日・・・・28282828 日日日日（火）午前中（火）午前中（火）午前中（火）午前中    

当日受付 

10:4510:4510:4510:45～～～～11:1511:1511:1511:15 はたけのこタイ

ム♪この 30 分間は職員と一緒に

親子で遊びましょう♪今月は「ひ

なまつり」です。 


