
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) 

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 歳歳歳歳～～～～小学生）小学生）小学生）小学生）    

22223333 日（土）日（土）日（土）日（土）10101010::::00000000～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み（当日申込みも可） 

動きやすい服装で来てね。 

初心者大歓迎！！ 

※雨天の場合は、室内で行いま

すので、上靴が必要です。 

 

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    

（５歳（５歳（５歳（５歳～小学生～小学生～小学生～小学生））））    

３日３日３日３日（（（（日日日日））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

要申込み（６月２日しめきり） 

７月のカレンダーを作るよ！ 

自分だけのオリジナルのカレン

ダーを作ろう！ 

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））））    

1111５５５５日（日（日（日（金金金金））））10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（6 月 14 日しめきり） 

実施場所：まびいきいきプラザ 

児童館職員が出前に行くよ！ 

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/ 

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・１５組・１５組・１５組・１５組））））    

2222９９９９日（日（日（日（金金金金））））10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

  要申込み（6 月 28 日しめきり） 

講師の先生による、リトミック

遊びです。音楽に触れて楽しみ

ましょう♪ 

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）    

13131313 日日日日（水）（水）（水）（水）15:3015:3015:3015:30～～～～16:3016:3016:3016:30    

当日受付 

一輪車の練習をするよ。初心者

も大歓迎！！※雨天中止 

    平成３０年度 

   

 

 

            しとしと雨の降る梅雨の時期になりました。雨にぬれたアジサイも素敵ですね。 

雨の日にしかできないこと、雨の日にしか見られないものをたくさん探してみましょう。 

 

   

   

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

、  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

       

        

 

 

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 

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

  10:00～11:30        

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 

    

３３３３    

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 

    

４４４４    

 

休館日 

５５５５    

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 

    

６６６６    

いもの苗植えをいもの苗植えをいもの苗植えをいもの苗植えを    

しようしようしようしよう！！！！    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～11:00    

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）    

14:15～15:15    

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    

初夏のおもちゃバンク初夏のおもちゃバンク初夏のおもちゃバンク初夏のおもちゃバンク    

10:00～12:00 

 

８８８８    

 

 

 

 

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    

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    

真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市    

8:00～10:30    

 

 

１１１１１１１１    

 

休館日 

１２１２１２１２    

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 

１３１３１３１３    

4444・５歳児ぞう・５歳児ぞう・５歳児ぞう・５歳児ぞう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 

一一一一輪車チャレンジタイム輪車チャレンジタイム輪車チャレンジタイム輪車チャレンジタイム 

15:30～16:30 

１４１４１４１４    

    

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    

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 

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

13:30～15:00    

１７１７１７１７ 

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）    

① 14:10～14:40    

② 14:40～15:10 

１８１８１８１８    

    

休館日 

１９１９１９１９    

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 

２０２０２０２０    

宿題サポート宿題サポート宿題サポート宿題サポート    

16:00～17:00    

    

 

２１２１２１２１    

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    

幼児運動会幼児運動会幼児運動会幼児運動会    

（（（（要申込み要申込み要申込み要申込み））））    

10:00～11:00 

 

２３２３２３２３    

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（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 

 

 

２４２４２４２４    

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 

２６２６２６２６ 

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 

２７２７２７２７    

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）    

16:00～17:00 

宿題サポート宿題サポート宿題サポート宿題サポート    

16:00～17:00    

    

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    

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 

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    

    

 

６６６６月月月月    
 

幼児運動会幼児運動会幼児運動会幼児運動会    

（幼児親子）（幼児親子）（幼児親子）（幼児親子）    

22222222 日（金日（金日（金日（金））））10101010::::00000000～～～～11111111::::0000００００        

要申込み（6 月 2１日しめきり）    

室内で親子で力を合わせてかけ

っこをしたり玉入れをしたりす

るよ。 

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・１０組・１０組・１０組・１０組））））    

30303030 日（日（日（日（土土土土））））10101010::::00000000～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み（6月28日しめきり） 

参加費：200 円 

持ち物：エプロン、三角巾、

上靴、お茶、箸、タオル、マ

スク 

「七夕そうめんとフルーツ

くずまんじゅう」を作るよ★ 

七夕七夕七夕七夕まつりまつりまつりまつり    

（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））））    

7777 月月月月１１１１日（日）日（日）日（日）日（日）10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

要申込み(６月 30 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★ 

初夏の初夏の初夏の初夏の    

おもちゃバンクおもちゃバンクおもちゃバンクおもちゃバンク    

（どなたでも（どなたでも（どなたでも（どなたでも））））    

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

子どものおもちゃやベビー用

品など、いつものおもちゃバ

ンクのちょっぴり拡大版で

す。再利用して無駄なく使い

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年生生生生以上以上以上以上））））                                                

27272727 日日日日（水（水（水（水））））1111６６６６:00:00:00:00～～～～1111７７７７:00:00:00:00    

要申込み（当日申込みも可）    

中高生も大歓迎です！ぜひ、挑

戦してみてね！ 

おもおもおもおもちゃの病院ちゃの病院ちゃの病院ちゃの病院    

（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(受付は 11:40 まで) 

 
・・暑くなってきました。お茶、帽子の用意をお願いします。 

・・ゲーム機類や貴重品は持ってこないようにしてくください。 

・行事の申込み受付開始は 1 か月前からです。児童館にご来館の

の上、窓口にある申込み用紙にご記入ください。欠席するときは必

ずず連絡してください。 

オセロ大会オセロ大会オセロ大会オセロ大会    

（ルールが分かる人（ルールが分かる人（ルールが分かる人（ルールが分かる人））））    

7777 月月月月１１１１日（日）日（日）日（日）日（日）13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

要申込み(当日申込みも可) 

白黒つけたい人集まれ！ 

いろんな人と対戦しよう！是

非参加してね☆ 

 

いいいいもの苗植えもの苗植えもの苗植えもの苗植え    

をしよう！をしよう！をしよう！をしよう！    

（どなたでも） 

6666 日（水）日（水）日（水）日（水）10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(6 月 5 日しめきり)    

みんなでさつまいもの苗植えを

楽しみましょう♪ 

～らっこ母親クラブ主催～ 

 

７７７７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) 七夕まつり（ＡＭ） 

 オセロ大会（ＰＭ） 

７日(土) おもちゃの病院 

8 日(日) 出前キッズ号 in 真備ふれあい朝市 

１０日(火) ママ友サロン 

１3 日(金) 幼児親子クッキング 

１４日(土) 出前福祉体験 

１５日(日) カレンダー作り（AＭ） 

 

真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市真備ふれあい朝市        

（どなたでも）    

10101010 日日日日（土）（土）（土）（土）8:008:008:008:00～～～～10:3010:3010:3010:30    

場所：井原線吉備真備駅前広場 

真備ふれあい朝市に児童館から出前

に行きます。みんな遊びに来てね 

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） 

５日５日５日５日（（（（火火火火））））10:3010:3010:3010:30～～～～11:0011:0011:0011:00    

当日受付当日受付当日受付当日受付    

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。 

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    

((((乳幼児親子乳幼児親子乳幼児親子乳幼児親子))))    

７７７７((((木木木木))))・・・・12121212・・・・26262626 日（火日（火日（火日（火））））    

10:10:10:10:45454545～～～～11:11:11:11:15151515    

当日受付 

親子でいろいろなおもちゃで

遊んでくださいね。 

たけのこタイムたけのこタイムたけのこタイムたけのこタイム    

10:4510:4510:4510:45～～～～11:4511:4511:4511:45    

①7777 日日日日（木（木（木（木））））真備図書館の司書

さんによる読み聞かせをします。 

②12121212 日日日日（火）（火）（火）（火）親子でふれあい遊

びや簡単工作など、職員といろ

いろなことをします。 

③26262626 日日日日（火）（火）（火）（火）講師による幼児

向けの英語を楽しみます♪ 

宿題サポート宿題サポート宿題サポート宿題サポート    

（小学生以上（小学生以上（小学生以上（小学生以上））））    

２０２０２０２０日日日日・・・・２７日２７日２７日２７日（（（（水水水水））））1111６６６６:00:00:00:00～～～～1111７７７７:00:00:00:00    

当日受付当日受付当日受付当日受付    

みんな宿題をもって児童館に遊びにおい

で。わからない所があったら一緒に考え

るよ。 

    

１８日(水) ０歳児こんにちは！（ＡＭ）  

 宿題サポート（ＰＭ） 

２０日(金) 出前キッズ号 in まびいきいきプラザ 

２５日(水) リズムでチャチャチャ（ＡＭ） 

      宿題サポート（ＰＭ） 

２７日(金) 夏休み映画会とそうめん流し 

２８日(土)  バスケをしよう！ 

 

ママ友サロンママ友サロンママ友サロンママ友サロン    

（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子（乳幼児親子・１・１・１・１0000 組組組組））））    

１９１９１９１９日（日（日（日（火火火火））））10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（６月 1７日しめきり） 

参加費：２００円。託児あり。 

精油などを使い、アロマ虫よけスプレー

を作ります。ｽﾌﾟﾚｰボトルを色々な素材

でデコレーションして楽しみましょう。

。 

おねがい 


