
 21日(月)・22日(祝)・28日(月)

24 木 なかよしクラブ(きりん・うさぎ) １０：００～１１：３０

1 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』 発達相談 １０：３０～１１：３０

あそびのひろば １０：００～１２：００ 乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』 わくわく☆ひろば １１：００～１１：３０

５歳児折り紙クラブ １４：３０～１５：３０ 会員制。『ハロウィン』　＊手ふき サッカークラブ １０：００～１２：００

3 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』 手作りクラブ １４：００～１５：３０

あそびのひろば １０：００～１１：３０ 乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』 27 日 ハロウィンデー ９：００～１７：００

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』 28 月 休館日

5 土 折り紙クラブ １４：００～１６：００ 会員制。『ハロウィン』　 ハロウィンデー ９：００～１７：００

まび児童館まつり １０：３０～１４：００ 真備支所駐車場内。どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。当日受付。入場無料 あそびのひろば １０：００～１２：００

オセロ大会 １４：００～ オセロのルールが分かる人。当日受付。 ハロウィンデー ９：００～１７：００

7 月 休館日 あそびのひろば １０：００～１２：００

8 火 プリザーブドフラワーを楽しもう １０：００～１２：００ 在宅で子育て中の保護者２０人。要申込。参加費：５００円　＊ピンセット(ある人)・託児に必要なもの おでかけ児童館in水島憩の家 １４：３０～１６：３０

なかよしクラブ(きりん・うさぎ) １０：００～１１：３０ 会員制。『栄養士さんによる「食育について」』 ハロウィンデー ９：００～１７：００

４歳児かもめクラブ １４：３０～１５：３０ 会員制。『えいごであそぼう』 あそびのひろば １０：００～１２：００

10 木 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「ハロウィン」

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』

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⑤』

13 日

14 月 スポーツフェスティバル ９：００～１５：００ 水島中学校・武道館・水島中央公園。どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。当日受付。入場無料

15 火 休館日

あそびのひろば １０：００～１２：００ 乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

５歳児つばめクラブ １４：３０～１５：３０ 会員制。『からだであそぼう』　＊お茶

のびのびクラブ(こあら) １０：００～１０：４５ 会員制。『ハロウィンであそぼう』　

のびのびクラブ(らっこ) １１：００～１１：４５ 会員制。『ハロウィンであそぼう』　

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。『ハロウィンであそぼう』

19 土 友遊クラブ １０：００～１１：３０ 会員制。『ヨガ』　＊お茶

20 日 チャレンジかぎ編み １４：００～１５：００ 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)

21 月 休館日

22 火 休館日

23 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』

31 木9 水

30 水

25 金

26 土

29 火

どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。自由参加。参加費：無料

乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。自由参加。参加費：無料

どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。自由参加。参加費：無料

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』

どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。当日受付。参加費：無料

会員制。『遠足』　＊お茶

どなたでも。当日受付。『クムレによる発達相談』

乳幼児親子。自由参加。職員と楽しく遊びましょう。

会員制。『ハロウィンクッキング』　＊エプロン・三角巾・手ふき・お茶・マスク

どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。自由参加。参加費：無料

会員制。　　※雨天の場合は室内で集団遊びを行います。

11 金

17 木

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、

　　　　　　　　　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。

16 水

18 金

12 土

10　　月　   の　 予　　定

4 金

6 日

水2

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  7日(月)・14日(祝)・15日(火)

　少しずつ涼しくなって来ましたね。秋の虫たちの声が聞こえてくるようになりました。

体調に気を付けながらよく寝て、よく遊んで、よく食べて元気に児童館へ遊びに来てね。

水島児童館
10月　みずしまじどうかんだより

市母連子育て支援事業

託児付「プリザーブドフラワーを楽しもう」
8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：500円

＊持ち物：ピンセット(ある人)

託児に必要なもの

プリザーブドフラワーを使ってワー

クショップ♪オリジナル作品を作り

ましょう！

1日(金) ばぁばのおはなしひろば

3日(日) 好きです水島フェスティバル

オセロ大会

4日(月) キッズカーニバル

6日(水) わらべうたであそぼう

11月の予定
7日(木) 育児相談

8日(金) ね，おはなしよんで

10日(日) 一輪車で遊ぼう

15日(金) ね，おはなしよんで

17日(日) 父と子の料理教室

20日(水) おひるねアート

22日(金) 発達相談

〃 わくわく☆ひろば

23日(土) プラザまつり

26日(火) 親子ふれあい音楽あそび

29日(金) ベビーマッサージをしよう

ばぁばのおはなしひろば
4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。

ね，おはなしよんで
11日・18日(金) 11：30～11：45

＊幼児親子 ＊当日受付

11日は「くらしきどうわを読む会」

の方、18日は水島児童館職員による

読み聞かせです。

ハロウィンデー
27日(日)～31日(木)

＊どなたでも(乳幼児は保護者同伴)

＊自由参加

簡単工作やカボチャ探しに挑戦！

見つけた人には、お楽しみがあるよ。

わくわく☆ひろば
25日(金) 11：00～11：30

＊乳幼児親子 ＊当日受付

＊参加費：無料

＊持ち物：お茶

職員と一緒に楽しく遊びましょう。

10:30～は、クムレのスタッフに

よる発達相談も行っています。

チャレンジかぎ編み
20日(日) 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！

かわいいものを作ろう♪

まび児童館まつり
6日(日) 10：30～14：00

＊どなたでも(乳幼児は保護者同伴)

＊入場無料

＊場所：真備支所駐車場内

楽しいステージやビンゴ大会、工作

など楽しい遊びがいっぱい♪

詳しくは、水島児童館内に置いてあ

るチラシをご覧ください。

スポーツフェスティバル
14日(月) 9：０0～1５：00

＊どなたでも(乳幼児は保護者同伴)

＊入場無料

＊場所：水島中学校・武道館・水島中央公園

児童館が遊びや工作を持っていき

ます♪詳しくは、水島児童館内に

置いてあるチラシをご覧ください。

オセロ大会結果
【9月1日(日)】

１位 前川 侑輝(倉敷市立葦高小学校)

２位 茶円 淳志(倉敷市立船穂小学校)

３位 服部 巧実(倉敷市立天城小学校)


