
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    ４日(月) １１日(月) １８日(月・祝)  

１９日(火) ２３日(金・祝) ２５日(月)  

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！    

（（（（5555 歳児以上、小学生）歳児以上、小学生）歳児以上、小学生）歳児以上、小学生）    

30303030 日日日日（土）（土）（土）（土）10:0010:0010:0010:00～～～～11:11:11:11:00000000    

要申込み(９月 29 日しめきり) 

動きやすい服装で来てね！ 

初心者大歓迎！！ 

 

ママ友サロンママ友サロンママ友サロンママ友サロン    

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

12121212 日（日（日（日（火火火火））））11110000::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（９月 10 日しめきり） 

参加費：無料 託児あり 

この１時間はママのための時間♪今月

は「卓球」をします。スポーツの秋です。

いい汗をかいて元気になりましょう！ 

一輪車一輪車一輪車一輪車チャレンジタイチャレンジタイチャレンジタイチャレンジタイムムムム    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

13131313 日（日（日（日（ 水水水水 ）））） 15151515 ::::33330000～～～～ 11116666 ::::33330000    

当日受付 

一輪車にチャレンジ！一緒に練

習しましょう♪ 

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 まびいきいきプラまびいきいきプラまびいきいきプラまびいきいきプラザザザザ    

（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子））））    

15151515 日（日（日（日（ 金金金金 ）））） 10:0010:0010:0010:00～～～～ 11:011:011:011:00000    

要申込み（９月 14 日しめきり） 

実施場所：まびいきいきプラザ 

 ☆みんな、遊びにきてね！！ 

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））））    

14141414 日（木）日（木）日（木）日（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。 

 

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）    

10101010 日（日（日（日（日日日日））））15:0015:0015:0015:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

当日受付 

技を練習したり、ゲームをしたりし

て楽しもう。初心者大歓迎！ 

キッズカーニバルキッズカーニバルキッズカーニバルキッズカーニバル 2012012012017777    

23232323 日日日日 ((((金金金金 ・祝・祝・祝・祝 )9:30)9:30)9:30)9:30～～～～ 12:312:312:312:30000    

倉敷市の 6 児童館がくらしき健くらしき健くらしき健くらしき健

康福祉プラザ康福祉プラザ康福祉プラザ康福祉プラザへ遊びや工作の出前

に行きます。 

  

倉敷市立短期大学子どもの劇場 

による公演や楽しい遊びや工作が

いっぱいあるよ！ 

 みんなで遊びにきてね！！！ 

    

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））））    

27272727 日（水日（水日（水日（水））））10:310:310:310:30000～～～～10101010:45:45:45:45    

当日受付 

児童館の職員が絵本の読み聞かせ

をします。ゆったりとした時間を

親子で過ごしてね！ 

 

    平成２９年度 

   

 

 

            夏休みの素敵な思い出がたくさんできたことでしょう。児童館では,今月も楽しい行事を用意 

してみんなを待っています。もう少し暑い日が続きそうですが，体調に気を付けて遊びに来てね。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

  

       

   

  

  

 

 

                      

                                                  

  

 

 

 

    

    

 

   

 

        

    

    

 

 

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    

 

２２２２ 

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 

３３３３    

アンパンマン劇場アンパンマン劇場アンパンマン劇場アンパンマン劇場    

10:30～11:00 

カレンダー作り（要申込みカレンダー作り（要申込みカレンダー作り（要申込みカレンダー作り（要申込み））））    

13:30～15:00    

４４４４    

 

休館日 

５５５５    

たけのこキッたけのこキッたけのこキッたけのこキッズズズズ    

午前中 

(たけのこタイムは 

10:45～11:15) 

６６６６    

3333 歳児うさ歳児うさ歳児うさ歳児うさぎぎぎぎクラクラクラクラブブブブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:15～15:15 

 

７７７７    

 

８８８８    

０歳児こんにちは！０歳児こんにちは！０歳児こんにちは！０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 

    

９９９９    

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 

 

１１１１００００ 

お月見会お月見会お月見会お月見会（要申込み（要申込み（要申込み（要申込み））））    

10:00～11:00 

オセロ大会（要申込みオセロ大会（要申込みオセロ大会（要申込みオセロ大会（要申込み））））    

13:30～15:00 

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 

１１１１１１１１    

 

休館日 

 

１１１１２２２２    

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（要申込（要申込（要申込み）み）み）み）    

10:00～11:00 

    

 

１１１１３３３３    

4444・・・・５５５５歳児ぞうクラブ歳児ぞうクラブ歳児ぞうクラブ歳児ぞうクラブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:15～15:15 

一輪車一輪車一輪車一輪車チャレンジタイチャレンジタイチャレンジタイチャレンジタイムムムム    

15:30～16:30 

１４１４１４１４    

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 

１５１５１５１５    

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 

１６１６１６１６    

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 

生花クラブ生花クラブ生花クラブ生花クラブ（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

 13:30～15:00 

 

１７１７１７１７    

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

10:00～12:00    

ABCABCABCABC クラブ（会員制）クラブ（会員制）クラブ（会員制）クラブ（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 

１８１８１８１８    

 

休館日 

 

 

 

１９１９１９１９    

 

休館日    

 

２２２２００００    

    

 

２２２２１１１１    

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）    

10:00～11:00 

 

 

２２２２２２２２    

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    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00 

 

２２２２３３３３    

 

休館日 

 

※キッズカーニバル※キッズカーニバル※キッズカーニバル※キッズカーニバル    

（くらしき健康福祉プラザ（くらしき健康福祉プラザ（くらしき健康福祉プラザ（くらしき健康福祉プラザ））））    

 

２４２４２４２４    

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 

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

13:30～1５:30 

 

２５２５２５２５    

 

休館日 

 

２２２２６６６６ 

たけのこキッたけのこキッたけのこキッたけのこキッズズズズ    

午前中 

(たけのこタイムは 

10:45～11:15) 

２２２２７７７７ 

お話でてこいお話でてこいお話でてこいお話でてこい    

10:30～10:45 

 

２８２８２８２８    

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））））    

10:00～11:00    

２９２９２９２９    

    

３０３０３０３０    

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 

バスケをしよう！（要申込み）バスケをしよう！（要申込み）バスケをしよう！（要申込み）バスケをしよう！（要申込み）    

10:00～11:00 

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

13:30～14:30    

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））））    

5555 日日日日・・・・26262626 日日日日（（（（火火火火））））午前中午前中午前中午前中    

当日受付 

 

 

 

いろいろな遊具やおもちゃ

で親子で遊ぼう。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♪ 

 今月のテーマは「月」です。 

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））））    

8888 日（日（日（日（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00

要申込み（9 月 7 日しめきり） 

親子でふれあい遊びをしたり、お

母さん同士で情報交換を 

したりしましょう♪ 

アンパンマン劇場アンパンマン劇場アンパンマン劇場アンパンマン劇場    

（（（（どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも））））    

3333 日（日）日（日）日（日）日（日）10101010:30:30:30:30～～～～11111111:00:00:00:00    

当日受付 

職員でアンパンマンの人形劇を

します。 

真備児童館のオリジナルストー

リーを楽しもう。 

９９９９月月月月    
 

１０１０１０１０月の行事予定月の行事予定月の行事予定月の行事予定    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

☆行事の申し込みは 1 か月前から受付開始です。 

 

１日(日) カレンダー作り(AM) 

なおと兄さんと一輪車であそぼう(PM) 

7 日(土) おもちゃの病院  

１２日(木) お話でてこい(図書館より) 

１３日(金) 幼児親子クッキング 

１４日(土) キッズ運動会 

１５日(日)  いきいきふれあいフェスティバル(福田公園) 

１７日(火) ママ友サロン 

１８日(水) 秋まつり  

２０日(金) 出前キッズ号 in まびいきいきプラザ 

２２日(日) 卓球大会 

２５日(水) リズムでチャチャチャ 

２８日(土) バスケをしよう！ 

２９日(日) ハロウィンパーティー(AM) 

      けん玉をしよう！(PM) 

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    

（どなたでも、（どなたでも、（どなたでも、（どなたでも、15151515 組）組）組）組）    

22222222 日（金）日（金）日（金）日（金）10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（９月 21 日しめきり） 

講師による、リトミック遊びです。

親子で音楽を楽しみましょう。 

  

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））））    

10101010 日（日）日（日）日（日）日（日）11113333::::33330000～～～～11115555:00:00:00:00    

 要申込み（9 月 9 日しめきり） 

白黒はっきりさせたい人は集ま

れ～！真剣勝負で対戦しよう☆ 

お月見会お月見会お月見会お月見会    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも、、、、６６６６０人０人０人０人））））    

10101010 日（日（日（日（日日日日））））11110000::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（9 月 9 日しめきり） 

お団子を丸めたり、かんたん  

工作や昔遊びをしたりして、 

お月見会を楽しみましょう。 

小学生小学生小学生小学生クッキングクッキングクッキングクッキング    

（小学生、（小学生、（小学生、（小学生、10101010 人人人人））））    

30303030 日（日（日（日（土土土土））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み（９月 28 日しめきり） 

参加費：200 円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、 

タオル、お茶、上靴、はし 

巻きずしとすまし汁を作るよ。 

 

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）    

2222 日（日（日（日（土土土土））））9:309:309:309:30～～～～12:0012:0012:0012:00    

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。 

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 歳歳歳歳以上、小学生）以上、小学生）以上、小学生）以上、小学生）    

3333 日（日）日（日）日（日）日（日）13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

 要申込み（９月 2 日しめきり） 

１０月のカレンダーを作るよ！ 

自分だけのカレンダーを作ろう。

なおと兄さんと一輪車で遊ぼうなおと兄さんと一輪車で遊ぼうなおと兄さんと一輪車で遊ぼうなおと兄さんと一輪車で遊ぼう！！！！

（（（（どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも））））    要申込み（９月 30 日しめきり）    

10101010 月月月月１１１１日（日）日（日）日（日）日（日）    14141414:0:0:0:00000～～～～15151515:00:00:00:00    

一輪車パフォーマン一輪車パフォーマン一輪車パフォーマン一輪車パフォーマンススススショーショーショーショー    

    （どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    当日受付    

10101010 月月月月１１１１日（日）日（日）日（日）日（日）    15151515:00:00:00:00～～～～15151515:30:30:30:30    

なおと兄さんが来てくれるよ！一輪車の乗り

方のコツを教えてくれたり、パフォーマンス

も見せてくれたりするよ。一輪車がある人は

持ってきてね！！ 

おねがい 

・お茶，帽子，タオルを持って来ましょう。 

・ゲーム機類や貴重品は持ってこないようにしてください。 

・行事の申込み受付開始は 1 か月前からです。 

・欠席するときは必ず連絡してください。 


