令和３年
（２０２１年）

真

９月
月

火

水
１

新型コロナウイルス感染
状況によっては、予定が変
更になることがあります。
５

６

木
２

誕生日会に行くよ。
遊びにきてね♪

８

たけのこタイム
10:45～11:00

3･4･5 歳児の日
（要申込み）
14:15～15:15

４

おでかけ児童館
in 真備図書館
11:00～11:20

１０

おでかけ児童館
in 支援センター
真備かなりや

おもちゃ病院
9:30～12:00
オセロをしよう
（要申込み）
13:30～15:00

リズムでチャチャチャ
（要申込み）
10:00～11:00

大江戸玉すだれ
（要申込み）
10:00～10:40

１９
お月見工作

休館日

２０

１４

１５

１６

パネルシアター♪
やっほい公演
（要申込み）
10:30～11:00
お月見工作

おでかけ児童館
in まびいきいきプラザ
（要申込み）
10:00～11:00
お月見工作

1･2 歳児の日
（要申込み）
10:00～11:00

～ごー！ごー!!じどうかん～

～ごー！ごー!!じどうかん～

11:00～12:00

14:00～15:00

２１

休館日

２２
休館日

１８

おはなしでてこい
10:45～11:00

乳幼児親子・10 組

２３
休館日

①10:00～11:00
➁14:00～15:00
③16:00～17:00

カレンダー作り(小学生以上)
（要申込み）
10:00～11:00

１７

要申込み（14 日しめきり）

～ごー！ごー!!じどうかん～

２６

要申込み（１０日しめきり）
どなたでも・１５人 ※当日受付可

11:00～11:30

場所：井原線吉備真備駅前広場
簡単工作と遊びをもっていくよ♪

１３

お月見工作
～ごー！ごー!!じどうかん～

①10:00～11:00
②14:00～15:00
③16:00～17:00

＜お月見ウィーク＞

２４

２５

おはなしでてこい
10:45～11:00

ス クラッチキーホルダー
を作ろう
～ごー！ごー!!じどうかん～

（要申込み）
①10:00～10:30
②10:30～11:00

２７
休館日

館

開館時間
休 館 日

２８
ママ友サロン
（要申込み）
10:00～11:00

２９

３０

０歳児こんにちは
（要申込み）
10:00～11:00
カレンダー作り(幼児)
（要申込み）
14:00～15:00

月のうさぎさがし
（どなたでも・1 人一回）
１４日～１９日（火～日）9:00～17:00
当日受付
児童館に貼ってある月の中から、うさぎがいる満月
をさがそう！見つけるといいことがあるかも

〇利用者カードの記入をお願いします。
〇お茶、帽子、タオル(ハンカチ)を持ってきてください。
〇児童館駐車場が満車の場合は、マービーふれあいセンターに駐車してください。
〇行事の申込みについて
・1 か月前から申込みできます。本人または保護者の方が直接児童館に来館の上お申込みください。２週間前からは本人、
ご家族以外の方の申込みもできます。
（おでかけ児童館は、電話での申込みも可能です。）
・行事参加を中止される場合は、必ず事前にご連絡ください。
・参加費が必要な行事は、参加費を添えてお申し込みください。
（なるべくお釣りがないよう、ご協力ください。）
・当日のキャンセルは返金できません。ご了承ください。

※臨時休館中（8/20～9/12）のみ電話での申込みも可能です。

タオル
(ハンカチ)
を持って
きてね。

９：００～１７：１５
６日(月)
１３日(月)
２０日(月・祝) ２１日(火)
２３日(木・祝) ２７日(月)

（乳幼児親子・１５組程度）
１４日（火）10:30～11:00
要申込み（１２日しめきり）
楽しいパネルシアターが
いっぱい♪♪

臨時休館
のため中止

（乳幼児親子・１０組）
１０日（金）
1０:00～11:０0
要申込み（９日しめきり）
親子でリズムあそび
を楽しもう♪

（乳幼児親子・10 組）

１５日（水）
10:00～11:00
要申込み
（１４日しめきり）

場所：まびいきいきプラザ
遊びや簡単工作をするよ♪

（どなたでも・各６組）
１４日(火) 11:00～12:00
１５日(水) 14:00～15:00
１８日(土)・１９日(日)
①10:00～②14:00～③16:00～

9:00～17:00
当日受付
１４日～１９日までの一週間は真備児童館のお月見ウィーク
お団子ボールをして遊ぼう！何個お団子が入るかな？
お月見にちなんだクイズや秋の七草さがしクイズもあるよ。
どんどん挑戦してみてね。

～ごー！ごー!!じどうかん～

当日受付
職員が絵本の読み聞かせを
します。どんなお話がでて
くるかな？

～ごー！ごー!!じどうかん～

１４日～１９日（火～日）

スクラッチキーホルダー
を作ろう

おはなしでてこい
（乳幼児親子）
１７日（金）
・２４日（金）
10:45～11:00

お月見工作

お月見ウィーク
（どなたでも）

２５日（土） 要申込み
①10:00～10:30
（乳幼児親子６組）
➁10:30～11:00
(小学生 12 人)
手作りのかわいいキーホルダーを
自分で作ろう！！

リズムでチャチャチャ

たけのこタイム
（乳幼児親子）
７日（火）
10:45～11:00
当日受付
親子で楽しく
遊びましょう！

おでかけ児童館
in まびいきいきプラザ

パネルシアター♪やっほい公演
１１

臨時休館（8/20～9/12）

おでかけ児童館
in真備ふれあい朝市
8:00～10:30

童

新型コロナウイルス
感染拡大防止のために
ご協力ください！

土

ルールが分かる人
※当日受付可

９

当日受付
受付は 11:40 まで

金
３

真備図書館に
おでかけするよ♪

７

休館日

１２

児

https://kgwc.or.jp/mabiji/

まだまだ暑い日が続きますね。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。熱中症対策をしながら、元気に遊びにきてね。

日

備

倉敷市真備町有井１５５６－２
TEL／FAX （０８６）６９７－０８３１

（当日受付）
かわいいヨーヨーうさぎを作ろう！！

ママ友サロン

０歳児こんにちは

（乳幼児親子・10 組）
２８日（火）
10:00～11:00

（０歳児親子・１０組）
２９日（水）
10:00～11:00

要申込み（２５日しめきり）
参加費：100 円
レジンを使って秋の果物のストラ
ップを作ります。ママの時間を楽
しみましょう♪ 託児あり

カレンダー作り
26 日（日）10:00～11:00
(小学生以上・10 人)
2９日（水）14:00～15:00
(幼児親子・10 組)
要申込み（各前日しめきり）
１０月のカレンダー作りをするよ☆
自分だけの素敵なカレンダーを作ろう！
※幼児は１家族１つ作ります。

要申込み（２８日しめきり）
ふれあいあそびをしたり、お母さ
ん同士でお話をしたりして、楽し
い時間を過ごしましょう♡

１０月の行事予定
１日（金）おでかけ児童館 in 真備図書館
２日（土）おもちゃ病院、卓球をしよう（PM）
３日（日）カレンダー作り（小学生）
９日（土）大江戸玉すだれ
１０日（日）おでかけ児童館 in 真備ふれあい朝市
運動会（幼児）（小学生）
１３日（水）3･4･5 歳児の日
１４日（木）リズムでチャチャチャ
１９日（火）ママ友サロン
２０日（水）おでかけ児童館 in まびいきいきプラザ
２１日（木）1･2 歳児の日
２８日（木）カレンダー作り（幼児）
３１日（日）エンジョイ♪ハロウィン

