
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    

（（（（乳乳乳乳幼児幼児幼児幼児親子親子親子親子、、、、15151515 組組組組））））    

11111111 日日日日（木）（木）（木）（木）10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(１月 10 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。 

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        １日(月)～３日(水)   ８日(月・祝) 

９日(火) １５日(月)  ２２日(月) 

２９日(月) 

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））））    

27272727 日（日（日（日（土土土土））））11110:00:00:00:00000～～～～12:012:012:012:00000    

要申込み(1 月 25 日しめきり) 

ピザとチョコスティックを 

作ります♪ 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、 

お茶、タオル、上靴 

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、、、、15151515 組組組組））））    

16161616 日日日日（（（（火火火火））））10:0010:0010:0010:00～～～～11111111:00:00:00:00    

要申込み(１月 14 日しめきり) 

参加費：無料 託児あり 

講師を招いてピラティスをします。 

ピラティスで心も体もリフレッシ

ュしましょう。 

持ち物：お茶、タオル、 

ヨガマットかバスタオル２枚 

 

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）    

        22228888 日（日日（日日（日日（日））））15:0015:0015:0015:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

当日受付 

ゲームをしたり、技を練習するよ。 

けん玉がある人は持って来てね！ 

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！    

（（（（０歳児０歳児０歳児０歳児親子親子親子親子、、、、15151515 組組組組））））    

12121212 日（日（日（日（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(１月 11 日しめきり) 

栄養士さんが来て講話「こどものた

めの食べること」をしてくださいま

す。ぜひお越しください。 

 

 
 

●行事の申し込みについて 

・行事の申し込みは 1 か月前からです。 

・児童館で申込用紙に記入してください。 

●クラブや行事をお休みするときは、必ず 

連絡してください。 

●卓球、ビリヤードは小学 4 年生以上です。 

 

○○○○オセロオセロオセロオセロ大会大会大会大会●●●●    

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

14141414 日（日日（日日（日日（日））））13:313:313:313:30000～～～～15151515:00:00:00:00    

要申込み(１月 13 日しめきり) 

白黒つけたい人集まれ！ 

ぜひ参加してね。 

お正月遊びお正月遊びお正月遊びお正月遊びとととと    

七草がゆを七草がゆを七草がゆを七草がゆを食べよう食べよう食べよう食べよう    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも、、、、70707070 人人人人））））    

7777 日（日日（日日（日日（日））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み（１月６日しめきり）  

お正月遊びを楽しもう。お正月

ならではの大江戸玉すだれ大江戸玉すだれ大江戸玉すだれ大江戸玉すだれも

楽しめるよ。七草がゆも食べ

て、無病息災を祈ろう。 

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））））    

11111111 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。 

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    

（幼児親子）（幼児親子）（幼児親子）（幼児親子）    

23232323 日日日日・・・・30303030（火（火（火（火））））午前中午前中午前中午前中    

当日受付 

親子で楽しく遊ぼう。10:45～

11:15 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

「節分」です。 

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（乳幼児（乳幼児（乳幼児親子）親子）親子）親子）    

19191919 日（日（日（日（金金金金））））10101010:00:00:00:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(1 月 18 日しめきり) 

児童館職員が遊びの出前をするよ! 

まびいきいきプラザに来てね。 

 

☆おしらせ☆☆おしらせ☆☆おしらせ☆☆おしらせ☆    

「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！」

は、１月、２月は１月、２月は１月、２月は１月、２月は    

お休みお休みお休みお休みします。次回は次回は次回は次回は

３月３月３月３月のののの予定予定予定予定です。 

豆まき会豆まき会豆まき会豆まき会    

（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）（どなたでも）    

2222 月月月月 3333 日日日日 ((((土土土土 ))))     10:0010:0010:0010:00～～～～ 11:011:011:011:00000    

要申込み(２月２日しめきり)  

元気に豆まきをして鬼を 

追い払いましょう！ 

１１１１////２成人式２成人式２成人式２成人式    

（小学４年生、（小学４年生、（小学４年生、（小学４年生、20202020 人）人）人）人）    

14141414 日（日（日（日（日日日日））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み(1 月 12 日しめきり) 

成人の半分、10 歳をお祝いする

会です。お祝いの式には、竹のオ竹のオ竹のオ竹のオ

ーケストラーケストラーケストラーケストラの皆さんが来て演奏

してくださいます。記念品の製作、

茶話会もします。

みんなでお祝いしましょう。 

☆ 式には一般の方も参加できます。

地域子育て支援事業地域子育て支援事業地域子育て支援事業地域子育て支援事業    

～いろどりお好 み焼 きとあったかスープ～いろどりお好 み焼 きとあったかスープ～いろどりお好 み焼 きとあったかスープ～いろどりお好 み焼 きとあったかスープ～～～～    

（乳幼児親子、（乳幼児親子、（乳幼児親子、（乳幼児親子、24242424 組）組）組）組）    

19191919 日（日（日（日（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～11112222:00:00:00:00    

要申込み(１月 10 日しめきり) 

参加費：1 組 200 円 

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、

ハンドタオル、お茶 

※保護者対象の料理教室です。(調理 

中は託児をします) 

できあっがった料理を親子で美味し 

くいただきましょう。 

※アレルギーの気になる方は、 

児童館にお問い合わせください。 

 

       ２０１８年 

 

 

    あけましておめでとうございます。新しい年がスタートしました。 

今年も楽しい行事をたくさん計画しているので、児童館にいっぱい遊びに来てね！ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

  

 

  

 

 

 

                     

 

        

                                                                                   

  

 

 

 

 

    

 

   

        

    

    

 

 

  おねがいおねがいおねがいおねがい    

 

 

 

 

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    

 

休館日    

２２２２    

 

休館日 

３３３３    

    

休館日    

４４４４    ５５５５    

 

６６６６    

    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 

七草七草七草七草つみに行こつみに行こつみに行こつみに行こうううう    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み） 

10:00～12:00 

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

13:30～15:30 

７７７７    

お正月遊びとお正月遊びとお正月遊びとお正月遊びと    

七七七七草がゆを食べよう草がゆを食べよう草がゆを食べよう草がゆを食べよう    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）

10:00～12:00    

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 

８８８８    

 

休館日 

９９９９    

 

休館日 

１０１０１０１０    

４・５４・５４・５４・５歳児歳児歳児歳児ぞうぞうぞうぞう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 

１１１１１１１１    

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 

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 

 

１２１２１２１２    

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 

 

１１１１３３３３ 

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 

 

１１１１４４４４    

１１１１////２成人式２成人式２成人式２成人式    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～12:00 

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 

 

１１１１５５５５    

 

休館日 

１１１１６６６６    

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 

 

１１１１７７７７    

３３３３歳児うさぎ歳児うさぎ歳児うさぎ歳児うさぎクラブクラブクラブクラブ    

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:15～15:15 

１１１１８８８８    

2222 歳児ひよこクラ歳児ひよこクラ歳児ひよこクラ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 

 

１９１９１９１９    

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 

地域子育て支援事地域子育て支援事地域子育て支援事地域子育て支援事業業業業    

((((要申込み要申込み要申込み要申込み))))    

10:00～12:00 

２０２０２０２０    

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 

２２２２１１１１ 

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（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 

２２２２２２２２    

    

休館日 

２３２３２３２３    

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） 

新春おもちゃバンク新春おもちゃバンク新春おもちゃバンク新春おもちゃバンク    

10:00～12:00 

 

２４２４２４２４    

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 

２２２２５５５５    

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 

 

 

２２２２６６６６    

 

２２２２７７７７    

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 

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 

 

２８２８２８２８    

遊キッズクラブ（会員遊キッズクラブ（会員遊キッズクラブ（会員遊キッズクラブ（会員制）制）制）制）    

10:00～11:30 

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））））

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 

２９２９２９２９    

 

休館日 

 

３０３０３０３０    

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） 

    

 

３１３１３１３１    

 

1111 月月月月 

２２２２月の行事予定月の行事予定月の行事予定月の行事予定    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

※行事申し込みは※行事申し込みは※行事申し込みは※行事申し込みは 1111 か月前からです。か月前からです。か月前からです。か月前からです。    

３日(土)豆まき会 

４日(日)カレンダー作り(AM) 

    オセロ大会(PM) 

８日(木)リズムでチャチャチャ 

１０日(土)卓球大会 

１１日(日)出前キッズ号 in 倉敷市こどもまつり 

１６日(金)出前キッズ号 in まびいきいきプラザ 

２０日(火)ママ友サロン 

２１日(水)お話でてこい 

２３日(金)幼児親子クッキング 

２５日(日)ひなまつり会(AM) 

けん玉をしよう！(PM) 

カレンダー作カレンダー作カレンダー作カレンダー作 りりりり    

（（（（5555 歳～小学生）歳～小学生）歳～小学生）歳～小学生）    

7777 日（日）日（日）日（日）日（日）13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み（1 月 6 日しめきり）

２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。 

七草つみに行こう七草つみに行こう七草つみに行こう七草つみに行こう    

（２（２（２（２歳歳歳歳～～～～小学生）小学生）小学生）小学生）    

6666 日（土日（土日（土日（土））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み(1 月 5 日しめきり) 

暖かい服装できてください！ 

集合場所：箭田大塚古墳 

児童館解散☆雨天中止 

 

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））））    

6666 日（土）日（土）日（土）日（土）10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

当日受付 ☆部品代は実費 

壊れたおもちゃはありませんか？ 

※受付は 11:40 までです。 

 


