
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        ３日(月)  １０日(月) １７日(月・祝) 

                    １８日(火)  ２３日(日) ３０日(日) 

ママママママママ友友友友サロンサロンサロンサロン    

（（（（乳幼児親子・１０組乳幼児親子・１０組乳幼児親子・１０組乳幼児親子・１０組））））    

11111111 日日日日((((火火火火)10:00)10:00)10:00)10:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(７月９日しめきり) 

参加費：１００円。託児あり。 

簡単クッキングをします。「甘酒

ヨーグルト、高野豆腐のフレン

チトースト」を作ります。 

持ち物：エプロン、三角巾、

マスク、タオル 

0000 歳児こんにちは！歳児こんにちは！歳児こんにちは！歳児こんにちは！    

（（（（0000 歳児親子）歳児親子）歳児親子）歳児親子）    

７７７７日日日日((((金金金金))))10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(７月６日しめきり)    

親子でふれあい遊びやお母さん同士

でのお話タイムを楽しもう！ 

バスケバスケバスケバスケをしよう！をしよう！をしよう！をしよう！    

（５歳～小学生）（５歳～小学生）（５歳～小学生）（５歳～小学生）    

22222222 日日日日((((土土土土))))10101010:00:00:00:00～～～～11111111:00:00:00:00    

要申込み（7 月 21 日しめきり） 

動きやすい服装で来てね。 

初心者大歓迎！！ 

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 歳歳歳歳～～～～））））    

９９９９日日日日((((日日日日))))13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み(７月７日しめきり)    

８月のカレンダーを作るよ！ 

自分なりのすてきなカレンダー

を作ってみよう。 

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/ 

お話でてこいお話でてこいお話でてこいお話でてこい    

（（（（どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも））））    

６６６６日日日日((((木木木木))))14:3014:3014:3014:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

当日受付 

真備図書館の司書さんが絵本の

読み聞かせに来てくれます。 

一輪車チャレンジタイム一輪車チャレンジタイム一輪車チャレンジタイム一輪車チャレンジタイム    

（（（（どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも））））    

12121212 日日日日((((水水水水)15:30)15:30)15:30)15:30～～～～16:3016:3016:3016:30    

当日受付 

一輪車の練習をするよ。 

初心者でも大歓迎!！ 

水遊びをしよう！水遊びをしよう！水遊びをしよう！水遊びをしよう！    

（（（（幼児親子幼児親子幼児親子幼児親子））））    

13131313 日日日日((((木木木木))))・・・・24242424 日日日日((((月月月月)10:00)10:00)10:00)10:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（7 月 12 日・22 日しめきり） 

持ち物：タオル、お茶、帽子、着

替え、水着(ぬれてもよい

服装)、サンダル 

 平成２９年度 

   

 

 

暑くなってきました。梅雨明けが待ち遠しいですね。児童館では夏の花がきれいに咲いていますよ。 

暑さに負けずに児童館に遊びにきてね！！ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

    

 

  

 

 

 

 

  

                                    

                                         

  

 

 

 

 

 

    

    

 

   

        

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

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 

２２２２    

七夕まつり七夕まつり七夕まつり七夕まつり    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:30

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 

３３３３    

 

休館日 

４４４４    

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    

午前中午前中午前中午前中    

※たけのこタイムは

10:45～11:15    

    

５５５５    

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

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:15～15:15 
 

６６６６    

お話でてこいお話でてこいお話でてこいお話でてこい    

（図書館より）（図書館より）（図書館より）（図書館より）

14:30～15:00 

 

 

 

 

７７７７    

0000 歳児こんにちは！歳児こんにちは！歳児こんにちは！歳児こんにちは！    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

８８８８ 

出前福祉体験出前福祉体験出前福祉体験出前福祉体験    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:30 

遊キッズクラブ遊キッズクラブ遊キッズクラブ遊キッズクラブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～11:30 

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 

９９９９    

お茶クラブ（会員制お茶クラブ（会員制お茶クラブ（会員制お茶クラブ（会員制））））

10:00～11:30 

陶芸クラブ（会員制）陶芸クラブ（会員制）陶芸クラブ（会員制）陶芸クラブ（会員制）    

13:30～15:30 

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）

13:30～15:00 

１０１０１０１０    

 

休館日 

１１１１１１１１    

ママ友サロンママ友サロンママ友サロンママ友サロン    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

１２１２１２１２    

４・５歳児ぞうクラ４・５歳児ぞうクラ４・５歳児ぞうクラ４・５歳児ぞうクラブブブブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:15～15:15 

一一一一輪車チャレンジタイ輪車チャレンジタイ輪車チャレンジタイ輪車チャレンジタイムムムム    

15:30～16:30    

 

１３１３１３１３    

水遊びをしよう水遊びをしよう水遊びをしよう水遊びをしよう！！！！    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

 

１４１４１４１４    

 

１５１５１５１５    

工作工作工作工作クラブクラブクラブクラブ（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～11:30 

生花生花生花生花クラブクラブクラブクラブ（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

13:30～15:00 

 

１６１６１６１６    

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

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 

英語クラブ（会員制）英語クラブ（会員制）英語クラブ（会員制）英語クラブ（会員制）    

①14:10～14:40 

②14:40～15:10 

１７１７１７１７    

 

休館日 

１８１８１８１８    

 

休館日 

１９１９１９１９    

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    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

 

 

 

 

 

 

２０２０２０２０    

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

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）

10:00～11:00    

的あてドッヂ的あてドッヂ的あてドッヂ的あてドッヂビビビビーーーー    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

14:00～15:00 

２１２１２１２１    

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 

２２２２２２２２    

バスケをしよう！バスケをしよう！バスケをしよう！バスケをしよう！    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

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

13:30～14:30 

けん玉をしよう！けん玉をしよう！けん玉をしよう！けん玉をしよう！    

15:00～16:00 

２３２３２３２３    

 

休館日 

２４２４２４２４    

水遊び水遊び水遊び水遊びををををししししようようようよう！！！！    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

 

２５２５２５２５    

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    

午前中午前中午前中午前中    

※たけのこタイムは

10:45～11:15 

おばけの絵をかこうおばけの絵をかこうおばけの絵をかこうおばけの絵をかこう    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～12:00 

２６２６２６２６    

小学生クッキング小学生クッキング小学生クッキング小学生クッキング    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～12:00 

    

２７２７２７２７    

1111 歳児チューリップクラフﾞ歳児チューリップクラフﾞ歳児チューリップクラフﾞ歳児チューリップクラフﾞ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

10:00～11:00 

２８２８２８２８    

夏休み映画会と夏休み映画会と夏休み映画会と夏休み映画会と    

そうめん流しそうめん流しそうめん流しそうめん流し    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～12:00    

    

２９２９２９２９    

だるまさんがころんだ大会だるまさんがころんだ大会だるまさんがころんだ大会だるまさんがころんだ大会    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:30 

３０３０３０３０    

 

休館日 

３１３１３１３１    

しゃぼん玉で遊ぼうしゃぼん玉で遊ぼうしゃぼん玉で遊ぼうしゃぼん玉で遊ぼう    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

７７７７月月月月    

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））））    

19191919 日日日日((((水水水水))))10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み(７月 16 日しめきり) 

リズム遊び・楽器遊びなど音楽を

楽しみましょう♪ 

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    

（（（（乳幼児親子乳幼児親子乳幼児親子乳幼児親子））））    

21212121 日日日日((((金金金金))))10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（７月 20 日しめきり） 

実施場所：まびいきいきプラザ 

まびいきいきプラザに児童館職員

が出前に行くよ！ 

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）    

２２２２日日日日((((日日日日))))13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み(７月１日しめきり) 

いろんな人と対戦しよう。 

ぜひ参加してね。 

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    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

１１１１日日日日((((土土土土))))9:309:309:309:30～～～～11112222::::00000000    

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 

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））））    

４４４４日日日日・・・・25252525 日日日日((((火火火火))))午前中午前中午前中午前中    

当日受付。10:45～11:45 は

たけのこタイム。30 分間は職員

と一緒に遊びましょう。 

今月のテーマは「夏」です。 

おおおお    ねねねね    がががが    いいいい    

・暑くなってきました。お茶と帽子のご用意をお願いします。・暑くなってきました。お茶と帽子のご用意をお願いします。・暑くなってきました。お茶と帽子のご用意をお願いします。・暑くなってきました。お茶と帽子のご用意をお願いします。    

・行事の申し込みは・行事の申し込みは・行事の申し込みは・行事の申し込みは 1111 か月前から受付けます。か月前から受付けます。か月前から受付けます。か月前から受付けます。    

    児童館にご来館の上、窓口にある申込み用紙にご記入ください。児童館にご来館の上、窓口にある申込み用紙にご記入ください。児童館にご来館の上、窓口にある申込み用紙にご記入ください。児童館にご来館の上、窓口にある申込み用紙にご記入ください。

夏休み期間中夏休み期間中夏休み期間中夏休み期間中(7(7(7(7 月月月月 20202020 日日日日((((木木木木))))～～～～8888 月月月月 31313131 日日日日((((木木木木))))))))は、日曜日がは、日曜日がは、日曜日がは、日曜日が

休館日になります。休館日になります。休館日になります。休館日になります。 

七夕まつり七夕まつり七夕まつり七夕まつり    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも・・・・60606060 人人人人））））    

２２２２日日日日((((日日日日))))10:0010:0010:0010:00～～～～11111:301:301:301:30    

要申込み(7 月 1 日しめきり) 

七夕飾りを作ったり、 

願い事を書いたりしよう！ 

小学生クッキング小学生クッキング小学生クッキング小学生クッキング    

（小学生・（小学生・（小学生・（小学生・10101010 人人人人））））    

26262626 日（日（日（日（水水水水））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み（７月 24 日しめきり） 

参加費：200 円 

「かんたんカレーパン、コン

ソメスープ」を作るよ！ 

持ち物：エプロン、三角巾、 

    上靴、お茶、マスク、 

    ハンドタオル 

けん玉をしよう！けん玉をしよう！けん玉をしよう！けん玉をしよう！    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

22222222 日日日日((((土土土土))))15:0015:0015:0015:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

当日受付 

ゲームをしたり、技を練習したり

するよ。けん玉がある人は持参し

てね! 

夏休み夏休み夏休み夏休み映画会とそうめん流し映画会とそうめん流し映画会とそうめん流し映画会とそうめん流し    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも・２５０・２５０・２５０・２５０名）名）名）名）    

28282828 日日日日((((金金金金)10)10)10)10:00:00:00:00～～～～12121212:00:00:00:00    

要申込み（7 月 26 日しめきり） 

持ち物：お茶、帽子、ハンカチ 

出前出前出前出前福祉体験福祉体験福祉体験福祉体験    

（（（（小学生）小学生）小学生）小学生）    

８８８８日日日日((((土土土土)10)10)10)10:00:00:00:00～～～～11111111::::３３３３0000    

要申込み（7 月１日しめきり） 

車いすやアイマスクの 

体験をしてみよう。 

おばけの絵をかこうおばけの絵をかこうおばけの絵をかこうおばけの絵をかこう    

（（（（小学生・小学生・小学生・小学生・20202020 人人人人））））    

25252525 日日日日((((火火火火)10)10)10)10:00:00:00:00～～～～12121212:00:00:00:00    

要申込み（7 月 22 日しめきり） 

参加費：50 円 

持ち物：筆（1～2 本） 

25 日はゆうれいの日。オリジナルの

ゆうれいやおばけをかいてみよう！ 

しゃぼん玉で遊ぼうしゃぼん玉で遊ぼうしゃぼん玉で遊ぼうしゃぼん玉で遊ぼう！！！！    

（（（（どなたでも）どなたでも）どなたでも）どなたでも）    

31313131 日日日日((((月月月月)10)10)10)10:00:00:00:00～～～～11111111:00:00:00:00    

要申込み（7 月 29 日しめきり） 

持ち物：お茶、帽子 

いろいろなしゃぼん玉を作って遊ぼう。 

的的的的あてドッあてドッあてドッあてドッヂヂヂヂビービービービー    

（小学生（小学生（小学生（小学生））））    

20202020 日日日日((((木木木木)14)14)14)14:00:00:00:00～～～～15151515:00:00:00:00    

要申込み(７月 19 日しめきり) 

持ち物：お茶 

やわらかいフライングディスクのドッ

ヂビーを使って的あてを楽しもう。 

 

だるまさんがころんだ大会だるまさんがころんだ大会だるまさんがころんだ大会だるまさんがころんだ大会    

（（（（5555 歳歳歳歳～～～～））））    

29292929 日日日日((((土土土土)10)10)10)10:00:00:00:00～～～～11:311:311:311:30000    

要申込み（7 月 2８日しめきり） 

持ち物：お茶、帽子、タオル 

チームに分かれて「だるまさんがころんだ」をす

るよ。本気の勝負をしよう。 


