
25 火 ぴよぴよクラブ①② １０：００～１１：５０

球技クラブ １０：００～１１：３０ 会員制。※雨天の場合は遊戯室で行います。 あそびのひろば １０：００～１２：００

折り紙クラブ １０：００～１１：３０ 会員制。『季節の折り紙』 歌と絵本でＡＢＣクラブ（Ａ・Ｂ） １４：００～１５：４５

オセロ大会 １４：００～１５：３０ オセロのルールが分かる人。当日受付。 あそびのひろば １０：００～１１：３０

2 日 豆まきとトン汁会 １０：３０～１２：００ どなたでも５０人。要申込。参加費：１００円。　✽はし・手ふき・お茶 ね，おはなしよんで １１：３０～１１：４５

3 月 休館日 28 金 あそびのひろば １０：００～１２：００

4 火 親子ふれあい音楽遊び １１：００～１１：４５ 乳幼児親子２５組。要申込。参加費：無料。『節分の音楽遊び』

発達相談 １０：３０～１１：３０ 乳幼児親子。当日受付。『クムレによる発達相談』

わくわく☆ひろば １１：００～１１：３０ 乳幼児親子。自由参加。『わくわく☆あったまろう』

５歳児アリスクラブ １４：１５～１５：４５ 会員制。『季節の折り紙と絵本の読み聞かせ』

6 木 なかよしクラブ（きりん） １０：００～１１：３０ 会員制。『バルーンで遊ぼう』

7 金 なかよしクラブ（うさぎ） １０：００～１１：３０ 会員制。『バルーンで遊ぼう』

8 土 サッカークラブ １０：００～１２：００ 会員制。　※雨天の場合は児童館へお尋ねください。

小学生親子１２組。要申込。材料代：大人３００円・子ども２００円

✽エプロン・三角巾・手ふき・お茶

クラブＡＢＣ（基礎・応用） １０：００～１１：５０ 会員制。(基)１０：００～１０：５０　(応)１１：００～１１：５０

こどもまつり ９：１５～１５：００ 場所：ライフパーク倉敷　※倉敷市内６児童館が出前に行きます！

10 月 休館日

11 火 休館日

12 水 あそびのひろば １０：００～１２：００ 乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

あそびのひろば １０：００～１１：３０ 乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

ね，おはなしよんで １１：３０～１１：４５ 幼児親子。当日受付。『絵本の読み聞かせ』

４ヶ月以上の乳幼児親子２０組。要申込。

材料代：２００円。✽タオル・バスタオル

友遊クラブ ９：３０～１２：００頃 会員制。『友遊まつり』

友遊まつり １０：００～１１：１５頃 どなたでも７０人。要申込。参加費：無料

16 日

17 月 休館日

18 火 あそびのひろば １０：００～１２：００ 乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

あそびのひろば １０：００～１２：００ 乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

４歳児アリスクラブ １４：１５～１５：４５ 会員制。『季節の折り紙と絵本の読み聞かせ』

20 木 なかよしクラブ（きりん） １０：００～１１：３０ 会員制。『ふれあい遊び』

21 金 なかよしクラブ（うさぎ） １０：００～１１：３０ 会員制。『ふれあい遊び』

サッカークラブ １０：００～１２：００ 会員制。　※雨天の場合は児童館へお尋ねください。

作るクラブ １３：３０～１５：００ 会員制。『毛糸で作る！』✽筆記用具・はさみ・毛糸１～２玉（極太か並太）

クラブＡＢＣ（基礎・応用） １０：００～１１：５０ 会員制。(基)１０：００～１０：５０　(応)１１：００～１１：５０

おひなさま工作をしよう １３：００～１６：００ どなたでも。当日受付。お雛様を楽しく作りましょう！

24 月 休館日

2222　　　　　　　　月月月月　   　   　   　   のののの　 　 　 　 予予予予　　　　　　　　定定定定

水島児童館

　2月　みずしまじどうかんだより 休 館 日　３日(月)・10日(月)・11日(火･祝)
倉敷市水島北幸町１－３

TEL・FAX  448-0650

平成２５年度

開館時間　９:００～１７:１５

　　　　　17日(月)・24日(月) 暦の上では春ですが，まだまだ寒さが厳しい季節です。風邪に負けず，元気いっぱい体を動かして

春はすぐそこまで来ていますよ。

会員制。『子育て相談』①１０：００～１０：５０　②１１：００～１１：５０

乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

幼児親子。当日受付。『絵本の読み聞かせ』

会員制。(Ａ)１４：００～１４：４５　(Ｂ)１５：００～１５：４５

日

土

父と子の料理教室 ９：２０～１２：００頃

9

13 木

おねがいおねがいおねがいおねがい：行事の申し込みは１ヶ月前からです。本人または保護者の方がご来館の上，申し込みをしてください。

　　　　２週間前からは本人以外の方の申し込みも受け付けています。

15 土

14 金 １０：００～１１：００アロマでタッチケア

22

23

19 水

日

水5

27 木

1 土

26 水

お

オセロオセロオセロオセロ大会結果大会結果大会結果大会結果

【【【【１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日((((土土土土))))開催開催開催開催】】】】

１位 古田 百合子(福田中)

２位 小西 悠太 (西阿知小)

３位 玄馬 久里愛 (連島神亀小)

●ぴよぴよ①② (H23.4.2～H2４.4.1)

●なかよし(きりん)(H22.4.2～H23.4.1)

●なかよし(うさぎ)(H22.4.2～H23.4.1)

●４歳児折り紙とおはなし (H21.4.2～H22.4.1)

●５歳児折り紙とおはなし (H20.4.2～H21.4.1)

●４歳児かもめ (H21.4.2～H22.4.1)

●５歳児かもめ (H20.4.2～H21.4.１)

●折り紙 (新小1～3)

●サッカー(新小1～3)

●作る (新小1～3)

●手作り (新小4～6)

●友遊 (小学生)

・募集期間 2222月月月月1111日日日日((((土土土土))))～～～～2222月月月月28282828日日日日((((金金金金)17)17)17)17時必着時必着時必着時必着。

・専用ハガキによる申し込み。

・申込数が定員数を超えた場合は，抽選になります。

・詳しい募集案内・専用ハガキは児童館にて配布します。

アロマでタッチケアアロマでタッチケアアロマでタッチケアアロマでタッチケア

１４日(金)

１０:００～１１:００

✽４ヶ月以上の乳幼児親子２０組

✽要申込

✽材料代：２００円

✽持ち物：タオル・バスタオル

沼本先生とアロマの香りの中で親子

のスキンシップを楽しみましょう！

友遊友遊友遊友遊まつまつまつまつりりりり

１５日(土)

１０:００～１１:１５頃

✽どなたでも70人

（幼児は親子で）

✽要申込

✽参加費：無料

友遊クラブの会員が各ブースを

担当して，楽しいお祭りをします！

父父父父とととと子子子子のののの料理教室料理教室料理教室料理教室

９日(日)

９:２０～１２:００頃

✽小学生親子１２組

✽要申込

✽材料代：大人 ３００円

子ども ２００円

✽持ち物：エプロン･三角巾･手ふき･お茶

母親クラブの皆さんと一緒に楽しくクッ

キングをしませんか。

豆豆豆豆まきとトンまきとトンまきとトンまきとトン汁会汁会汁会汁会

２日(日)

１０:３０～１２:００

✽どなたでも５０人

✽要申込

✽参加費：100円

✽持ち物：はし・手ふき・お茶

豆まきごっこをして鬼を退治

しよう！

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度 クラブクラブクラブクラブ員募集員募集員募集員募集

３３３３月月月月のののの予定予定予定予定

１日(土) オセロ大会

５日(水) わくわく☆ひろば

８日(土) 一輪車で遊ぼう

９日(日) おもちゃの病院

１３日(木) 親子ヨガ

〃 ね，おはなしよんで

１４日(金) アロマでタッチケア

１９日(水) わらべうたで遊ぼう

〃 つくしんぼの人形劇を観よう

２７日(木) ね，おはなしよんで

２９日(土) ドッジボール大会

親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあい音楽遊音楽遊音楽遊音楽遊びびびび

４日(火)

１１:００～１１:４５

✽乳幼児親子２５組

✽要申込

✽参加費：無料

今回は節分の音楽遊びをします♪

リトミックを中心に音楽を親子で

楽しみましょう。


