
 18日(月)・23日(祝)・25日(月)

発達相談 １０：３０～１１：３０

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

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』 休館日

2 土 折り紙クラブ １４：００～１６：００ 会員制。『秋の風景』 プラザまつり １０：００～１４：００

好きです水島フェスティバル ９：３０～１３：３０ 水島支所内。どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。当日受付。参加費：無料 24 日

オセロ大会 １４：００～ オセロのルールが分かる人。当日受付。 25 月 休館日

休館日 26 火 親子ふれあい音楽あそび １１：００～１１：４５

キッズカーニバル ９：３０～１２：３０ 薗小学校体育館内。どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。当日受付。入場無料 なかよしクラブ(きりん) １０：００～１１：３０

5 火 休館日 おでかけ児童館in水島憩の家 １４：３０～１６：３０

わらべうたであそぼう １１：００～１１：５０ 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 28 木 なかよしクラブ(うさぎ) １０：００～１１：３０

５歳児折り紙クラブ １４：３０～１５：３０ 会員制。『あき』　＊手ふき 29 金 ベビーマッサージをしよう １１：００～１１：３０

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

育児相談 １０：００～１１：００ 乳幼児親子。自由参加。『子育て支援センターによる育児相談』

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⑥』

10 日 一輪車で遊ぼう １４：００～１５：００ どなたでも(幼児は保護者同伴)。当日受付。参加費：無料

11 月 休館日

12 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』

なかよしクラブ(きりん） １０：００～１１：３０ 会員制。『親子ヨガ』　

４歳児かもめクラブ １４：３０～１５：３０ 会員制。『お店屋さんごっこ』

14 木 なかよしクラブ(うさぎ) １０：００～１１：３０ 会員制。『親子ヨガ』　

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。『お店屋さんごっこ』

16 土 友遊クラブ １０：００～１１：３０ 会員制。『クッキング』　＊お茶・タオル・エプロン・三角巾・マスク

17 日 父と子の料理教室 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　＊エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶

18 月 休館日

19 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』

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「秋みつけ」

５歳児つばめクラブ １４：３０～１５：３０ 乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

のびのびクラブ(こあら) １０：００～１０：４５ 会員制。『言語聴覚士さんによる言葉のお話』

のびのびクラブ(らっこ） １１：００～１１：４５ 会員制。『言語聴覚士さんによる言葉のお話』
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０・１歳親子15組。要申込。参加費：100円　＊タオル・バスタオル・お茶

会員制。『お店屋さんごっこ』

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。『お店屋さんごっこ』

どなたでも。当日受付。『クムレによる発達相談』

倉敷健康福祉プラザ内。どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。当日受付。入場無料

乳幼児親子２５組。要申込。参加費：無料。『秋をたのしもう』

乳幼児親子。自由参加。職員と楽しく遊びましょう。

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。

15 金

20 水

21 木

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  4日(月)・5日(火)・11日(月)

　朝と夜がだんだんと寒くなってきましたね。公園や児童館の木々の葉っぱも赤や黄色に色づき始めました。

四季の変化を感じだり、秋ならではの食べ物を食べたりして秋を楽しみましょう！

水島児童館
11月　みずしまじどうかんだより

金

13 水

11　　月　   の　 予　　定

4 月

6

1日(日) おもちゃの病院

〃 オセロ大会

4日(水) 親子ヨガ

6日(金) ばぁばのおはなしひろば

8日(日) チャレンジかぎ編み

12月の予定 10日(火) おひるねアート

13日(金) ね，おはなしよんで

20日(金) 発達相談

〃 わくわく☆ひろば

25日(水) おでかけ児童館 in水島憩の家

27日(金) 児童館大掃除

ばぁばのおはなしひろば
1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
8日・15日(金) 11：30～11：45

＊幼児親子 ＊当日受付

8日は「くらしきどうわを読む会」

の方、15日は水島児童館職員によ

る読み聞かせです。どんなお話に出

会えるかな？

オセロ大会結果
【10月6日(日)】

１位 小島 菜々美 (就実中学校)

２位 辻 陽樹 (新田保育園)

３位 辻 結子 (倉敷市立老松小学校)

好きです水島フェスティバル
3日(日)9：30～13：30

＊どなたでも(乳幼児は保護者同伴)

＊入場無料

＊場所：水島支所駐車場

水島児童館がフェスティバルに遊

びをもっておでかけします。ぜひ

遊びに来てね。

わらべうたであそぼう
6日(水) 11：00～11：50

＊乳幼児親子15組 ＊要申込

＊参加費：無料

＊持ち物：お茶

『岡山わらべうたの会』の植山先

生が楽しいわらべうたを教えてく

れるよ。身体を動かしながら親子

で楽しみましょう。

育児相談
7日(木) 10：00～11：00

＊乳幼児親子 ＊当日受付

＊参加費：無料

子育て支援センターのスタッフに

よる育児相談です。

身長・体重測定も行います。

一輪車で遊ぼう
10日(日) 14：00～15：00

＊どなたでも(幼児は保護者同伴)

＊参加費：無料 ＊当日受付

＊持ち物：お茶・一輪車 （持っている人)

＊服装 ：動きやすい服装・運動靴

帽子

なおとお兄さんが一輪車の乗り方を

教えてくれるよ。

父と子の料理教室
17日(日) 9：20～12：00頃

＊小学生親子 12組 ＊要申込

＊場所 ：水島公民館 調理室

＊材料代：大人300円・子ども200円

＊持ち物：エプロン・三角巾・マスク

手ふき・お茶

お父さんと楽しくクッキング！

何を作るかはお楽しみに♪

ベビーマッサージをしよう
29日(金) 11：00～11：30

＊0・1歳親子 15組 ＊要申込

＊参加費：100円

＊持ち物：タオル・バスタオル・お茶

沼本先生がベビーマッサージを教え

てくれます。親子でリフレッシュ♪

親子ふれあい音楽遊び
26日(火) 11：00～11：45

＊乳幼児親子 25組 ＊要申込

＊参加費：無料

『秋をたのしもう』をテーマに楽

しくリトミックをしましょう。


