
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        ２日(月)   ９日(月) １６日(月・祝) 

                    １７日(火)  ２２日(日) ２９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））））    

1111００００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８日しめきり) 

かんたんクッキングをします。 

参加費：５０円   

持ち物：エプロン、マスク、上靴、

ハンドタオル、お茶、三角巾 

 

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）    

１８１８１８１８日日日日（水）（水）（水）（水）10:0010:0010:0010:00～～～～11:0011:0011:0011:00    

要申込み(７月１５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）    

２８２８２８２８日日日日((((土土土土))))10101010:00:00:00:00～～～～11111111:00:00:00:00    

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    

（（（（5555 歳歳歳歳～～～～小学生小学生小学生小学生））））    

１５１５１５１５日日日日((((日日日日))))11110:00:00:00:00000～～～～11:3011:3011:3011:30    

要申込み(７月１４日しめきり)    

８月のカレンダーを作るよ！ 

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/ 

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    

（（（（どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも））））    

８８８８日日日日（日）（日）（日）（日）8:008:008:008:00～～～～10:3010:3010:3010:30    

場所：吉備真備駅前広場 

遊びに来てね！ 

 

 平成３０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    

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 

２２２２    

 

休館日 

３３３３    

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    

 

４４４４    

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 
 

５５５５    

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（絵本）午前中（絵本）午前中（絵本）午前中（絵本）    

※たけのこタイムは

10:45～11:15    

６６６６    

 

 

 

 

７７７７    

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 

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 

８８８８    

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 

お茶お茶お茶お茶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 

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 

９９９９    

 

休館日 

１０１０１０１０    

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    

１１１１１１１１    

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

（会員制）（会員制）（会員制）（会員制）    

14:15～15:15 

１２１２１２１２    

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

（会（会（会（会員制）員制）員制）員制）    

10:00～11:00 

 

 

 

１３１３１３１３    

幼児親子クッキング幼児親子クッキング幼児親子クッキング幼児親子クッキング    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

10:00～12:00 

 

１４１４１４１４ 

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 

１５１５１５１５    

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 

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 

１６１６１６１６    

 

休館日 

１７１７１７１７    

 

休館日 

１８１８１８１８    

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（要申込（要申込（要申込み）み）み）み）    

10:00～11:00 

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 

 

１９１９１９１９    

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    

 

２０２０２０２０    

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 

２１２１２１２１    

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 

 

２２２２２２２２    

 
休館日 

２３２３２３２３    

 

 

２４２４２４２４    

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    

 

２５２５２５２５    

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 

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 

 

 

２６２６２６２６    

おやつを作ろうおやつを作ろうおやつを作ろうおやつを作ろう    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

13:30～15:00 

２７２７２７２７    

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    

 

２８２８２８２８    

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 

大型オセロ大会大型オセロ大会大型オセロ大会大型オセロ大会    

（要申込み）（要申込み）（要申込み）（要申込み）    

11:00～12:00 

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 

２９２９２９２９    

 

休館日 

３０３０３０３０    

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 

３１３１３１３１    

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 

 

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））））    

２５２５２５２５日日日日（水）（水）（水）（水）10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み(７月２４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））））    

２０２０２０２０日日日日（金）（金）（金）（金）10101010::::00000000～～～～11111111::::00000000    

要申込み（７月１９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！ 

遊びに来てね♪ 

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）    

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) 

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）    

７７７７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。 

部品代は実費（受付は 11:40 まで） 

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））））    

３３３３日日日日・・・・2222４４４４日日日日・３１日・３１日・３１日・３１日（火）（火）（火）（火）午前中午前中午前中午前中    

当日受付。10:00～11:30 はたけのこタイム。今月は「水遊び」です。 

水遊びをする人は、ぬれてもいい服、着替え、帽子、サンダル、タオル、お茶を 

持ってきてください。 

5555 日（木）日（木）日（木）日（木）10:410:410:410:45555～～～～11:1511:1511:1511:15 は真備図書館の司書さんによる読み聞かせです。は真備図書館の司書さんによる読み聞かせです。は真備図書館の司書さんによる読み聞かせです。は真備図書館の司書さんによる読み聞かせです。    

 

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((((金金金金))))～～～～8888 月月月月 31313131

日日日日((((金金金金))))))))は、は、は、は、日曜日が休館日です日曜日が休館日です日曜日が休館日です日曜日が休館日です。。。。 

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）    

１１１１日日日日((((日日日日))))10:0010:0010:0010:00～～～～11111:301:301:301:30    

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！ 

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    

（幼児親子（幼児親子（幼児親子（幼児親子・・・・10101010 組組組組））））    

１３１３１３１３日（日（日（日（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み（７月１１日しめきり） 

「ピラフ、サラダ、ラッシー」を

作るよ！参加費：200 円 

持ち物：エプロン、三角巾、上靴、

お茶、マスク、ハンドタオル 

おやつを作ろうおやつを作ろうおやつを作ろうおやつを作ろう    

（（（（４、５歳児・１５人４、５歳児・１５人４、５歳児・１５人４、５歳児・１５人））））    

2222６６６６日日日日((((木木木木))))13:3013:3013:3013:30～～～～15151515:00:00:00:00    

要申込み（７月２４日しめきり） 

かんたんなクッキングをするよ！

参加費：５０円 

持ち物：エプロン、マスク、上靴、

ハンドタオル、お茶、三角巾 

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）    

2222７７７７日日日日（金）（金）（金）（金）10101010:00:00:00:00～～～～12121212:00:00:00:00    

要申込み（7 月２５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）    

１４１４１４１４日日日日（土）（土）（土）（土）10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

要申込み（7 月４日しめきり） 

車いすやアイマスクの 

体験をしてみよう。 

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）    

３０３０３０３０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２８日しめきり） 

持ち物：お茶、帽子 

しゃぼん玉を作って遊ぼう。 

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（小学生（小学生（小学生以上以上以上以上））））    

１８・２５１８・２５１８・２５１８・２５日日日日（水）（水）（水）（水）16:0016:0016:0016:00～～～～17171717:00:00:00:00    

当日受付当日受付当日受付当日受付    

児童館で一緒に宿題をしよう！ 

みんなでやるとはかどるよ。 

大型オセロ大型オセロ大型オセロ大型オセロ大会大会大会大会    

（（（（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））））    

２８２８２８２８日日日日（土）（土）（土）（土）11:0011:0011:0011:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

要申込み（7 月２７日しめきり） 

大きなオセロに挑戦しよう！！ 

申込みは個人でもチームでもどちらでもＯＫ！ 

夏休み期間中の行事申込みについて 

・・・・夏休み期間中の行事は、夏休み期間中の行事は、夏休み期間中の行事は、夏休み期間中の行事は、本人または保護者の方が児童館に来館の上、本人または保護者の方が児童館に来館の上、本人または保護者の方が児童館に来館の上、本人または保護者の方が児童館に来館の上、    

申申申申込みをしてください。込みをしてください。込みをしてください。込みをしてください。    

・・・・2222 週間前からは、本人以外の方の申週間前からは、本人以外の方の申週間前からは、本人以外の方の申週間前からは、本人以外の方の申込みも受け付けます。込みも受け付けます。込みも受け付けます。込みも受け付けます。    

おねがい 

・お茶、帽子を持ってきてください。 

・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。 

 


