
 

27 木 なかよしクラブ(うさぎ) １０：００～１１：３０

1 土 折り紙クラブ １４：００～１６：００ 会員制。『梅雨』　 発達相談 １０：３０～１１：３０

2 日 オセロ大会 １４：００～ オセロのルールが分かる人。当日受付。 わくわく☆ひろば １１：００～１１：３０

3 月 休館日 29 土 チャレンジかぎ編み １４：００～１５：００

4 火 30 日

あそびのひろば １０：００～１２：００ 乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

おひるねアート １０：００～１２：００ 乳幼児親子。自由参加。季節のテーマは「雨ふり」です。

５歳児折り紙クラブ １４：３０～１５：３０ 会員制。『雨ふり』　＊手ふき

6 木 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』

ばぁばのおはなしひろば １１：３０～１１：４５ 幼児親子。当日受付。『絵本の読み聞かせ』

サッカークラブ １０：００～１２：００ 会員制。　　　※雨天の場合は室内で集団遊びを行います。

工作と手品クラブ １４：００～１５：３０ 会員制。『手品③』

9 日 カプラで遊ぼう １４：００～１５：００ どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。当日受付。参加費：無料

10 月 休館日

子育て井戸端会議

託児付ヨガ&アンガーマネージメント

なかよしクラブ(きりん) １０：００～１１：３０ 会員制。『小麦粉ねんど』

４歳児かもめクラブ １４：３０～１５：３０ 会員制。『パステルアート』　　＊汚れても良い服装・濡れている手ふき

13 木 なかよしクラブ(うさぎ) １０：００～１１：３０ 会員制。『小麦粉ねんど』

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』

15 土 友遊クラブ １０：００～１１：３０ 会員制。『パステルアート』　　＊汚れても良い服装・濡れている手ふき

16 日

17 月 休館日

18 火 親子ふれあい音楽あそび １１：００～１１：４５ 乳幼児親子２５組。要申込。参加費：無料。『雨であそぼう』

あそびのひろば １０：００～１２：００ 乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

５歳児つばめクラブ １４：３０～１５：３０ 会員制。『パステルアート』　　＊汚れても良い服装・濡れている手ふき

のびのびクラブ(こあら) １０：００～１０：４５ 会員制。『小麦粉ねんど』

のびのびクラブ(らっこ） １１：００～１１：４５ 会員制。『小麦粉ねんど』

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』

３歳児あひるクラブ １４：３０～１５：３０ 会員制。『新聞紙であそぼう』

サッカークラブ １０：００～１２：００ 会員制。　　　※雨天の場合は室内で集団遊びを行います。

手作りクラブ １４：００～１５：３０ 会員制。『プリザーブドフラワー』　＊ピンセット(ある人)

23 日 おもちゃの病院 １０：００～１５：００ どなたでも(親子で)。当日受付(受付終了１３：３０)。修理部品代実費。

24 月 休館日

25 火

26 水 なかよしクラブ(きりん) １０：００～１１：３０ 会員制。『目のお話』

　　　　　　　　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。

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児童館に来館の上、

5 水

金

8 土

１０：００～１２：００ 在宅で子育て中の保護者２０人。要申込。参加費：３００円11 火

水12

14

22 土

6月　みずしまじどうかんだより 倉敷市水島北幸町１－３

TEL・FAX  448-0650

令和元年度
開館時間　９:００～１７:１５

休館日  3日(月)・10日(月)・17日(月)・24日(月)

　だんだんと日差しが強くなってきましたね。しっかり水分補給をして体調に気をつけましょう。

児童館に今年もツバメがやってきました。ぜひ児童館に見に来てね！

乳幼児親子。自由参加。職員と楽しく遊びましょう。

どなたでも。当日受付。『クムレによる発達相談』

会員制。『目のお話』

水島児童館

小学生以上２０人。当日受付。参加費：無料　　＊編みたい毛糸・かぎ針(ある人)

６　　月　   の　 予　　定

7 金

金28

水19

20 木

21 金

親子ふれあい音楽遊び
18日(火) 11：00～11：45

＊乳幼児親子 25組 ＊要申込

＊参加費：無料

『雨であそぼう』をテーマに楽し

くリトミックをしましょう。

おひるねアート
5日(水) 10：00～12：00

＊乳幼児親子 ＊参加費：無料

『お誕生日』や季節のテーマ

『雨ふり』をイメージしたアイ

テムを用意しています。思い出

に残る写真を自由に撮って楽し

んでね。

4日(木) 育児相談

〃 おひるねアート

5日(金) ばぁばのおはなしひろば

7日(日) オセロ大会

12日(金) ね，おはなしよんで

17日(水) わらべうたであそぼう

19日(金) 発達相談

〃 わくわく☆ひろば

26日(金) 親子でパステルアート

30日(火) チャレンジかぎ編み

31日(水) 4・5歳児パステルアート

ね，おはなしよんで
14日・21(金) 11：30～11：45

＊幼児親子 ＊当日受付

14日は「くらしきどうわを読む

会」の方、21日は「はやしま本

だいすきの会」の方による読み聞

かせです。

どんなお話に出会えるかな？

ばぁばのおはなしひろば
７日(金) 11：30～11：45

＊幼児親子 ＊当日受付

読み聞かせボランティアの「國安

さん」による紙芝居や絵本の読み

聞かせです。様々なおはなしに触

れましょう。

チャレンジかぎ編み
29日(土) 14：00～15：00

＊小学生以上 20人 ＊当日受付

＊参加費：無料

＊持ち物：編みたい毛糸

かぎ針(ある人)

初めての人でも大丈夫！

少しずつ頑張って、かわいいものを

作ろう。レッツかぎ編み！！！

【５月５日(日)開催】

１位 近藤 亜耶

(倉敷市立児島小学校)

2位 矢吹 愛兎

(倉敷市立水島小学校)

オセロ大会結果

カプラで遊ぼう
９日(日) 14：00～15：00

＊どなたでも(乳幼児は保護者同伴)

＊自由参加 ＊参加費：無料

魔法の板カプラでいろいろなものを

作りましょう。何ができるかな？

７月の予定

子育て井戸端会議

託児付きヨガ＆

アンガーマネージメント
11日(火) 10：00～12：00

＊在宅で子育て中の保護者20人

＊要申込 ＊参加費：300円

＊持ち物：お茶・タオル・ヨガマット

(バスタオルでも可)

井上さん(ヨガ)、中村さん(アンガーマ

ネージメント)を講師にお招きします。

心も身体もリフレッシュしませんか？

おもちゃの病院
２３日(日) 1０：00～1５：０0

（受付終了 １３：３０）

＊どなたでも（親子で）

＊当日受付

＊修理部品代実費

＊原則として１人１点

壊れてしまったおもちゃを

「おもちゃドクター」に診て

もらおう！

８月24日(土曜日)にある友遊夏祭りのボランティアを募集します。
小学生以上で、お祭りのお手伝い（午後）をしてみようかなと思

う方大歓迎です。

興味がある人は、７月中に水島児童館に電話、または直接職員に

声をかけてください。よろしくお願いします。


