
 14日(火)・20日(月)・27日(月)

27 月 休館日

1 水 休館日 28 火 親子ふれあい音楽あそび １１：００～１１：４５

2 木 休館日 29 水 親子ヨガ １１：００～１１：４５

3 金 休館日 30 木 あそびのひろば １０：００～１２：００

4 土 31 金 あそびのひろば １０：００～１２：００

昔あそびと七草がゆ １０：００～１２：００ どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。当日受付。参加費：無料。七草がゆは先着50人。

オセロ大会 １４：００～ オセロのルールが分かる人。当日受付。

6 月 休館日

7 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。『昔あそび』

４歳児かもめクラブ １４：３０～１５：３０ 会員制。『昔あそびを楽しもう』

9 木 なかよしクラブ(うさぎ) １０：００～１１：３０ 会員制。『昔あそび』

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』

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⑧』

12 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)

13 月 休館日

14 火 休館日

わらべうたであそぼう １１：００～１１：５０ 乳幼児親子１５組。要申込。参加費：無料

５歳児つばめクラブ １４：３０～１５：３０ 会員制。『昔あそびを楽しもう』

のびのびクラブ(こあら) １０：００～１０：４５ 会員制。『お正月であそぼう』　

のびのびクラブ(らっこ) １１：００～１１：４５ 会員制。『お正月であそぼう』　

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。『パステルアート』　＊汚れてもよい服装・おしぼり

友遊クラブ １０：００～１１：３０ 会員制。『昔あそび』

二分の一成人式 １３：３０～１５：３０ 小学４年生。２５人。要申込。参加費：無料

19 日

20 月 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』

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『ねずみ年』

22 水 なかよしクラブ(きりん) １０：００～１１：３０ 会員制。『豆まきごっこ』　

23 木 なかよしクラブ(うさぎ) １０：００～１１：３０ 会員制。『豆まきごっこ』　

発達相談 １０：３０～１１：３０ どなたでも。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。職員と楽しく遊びましょう♪

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。『小物づくり』

26 日

25 土

乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

11 土

17 金

24 金

5 日

15

18 土

水

水島児童館
1月　みずしまじどうかんだより

16 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。

21 火

令和元年度
開館時間　９:００～１７:１５

休館日  1日(水)～3日(金)・6日(月)・13日(祝)

　あけましておめでとうございます！今年もどうぞよろしくお願いします。

美味しいものをたくさん食べて、身体をいっぱい動かして冬を楽しみましょう♪

1　　月　   の　 予　　定

8 水

10

倉敷市水島北幸町１－３

TEL・FAX  448-0650

金

3歳児までの親子15組。要申込。参加費：１００円　＊タオル・バスタオル・お茶

乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

乳幼児親子２５組。要申込。参加費：無料。『冬であそぼう』

2日(日) 豆まきとトン汁会

〃 オセロ大会

6日(木) おひるねアート

7日(金) ばぁばのおはなしひろば

14日(金) ね，おはなしよんで

２月の予定
16日(日) チャレンジかぎ編み

21日(金) ね、おはなしよんで

28日(金) 発達相談

〃 わくわく☆ひろば

29日(土) ディアボロで遊ぼう

わくわく☆ひろば
24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
12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♪

オセロ大会結果
【12月1日(日)】

1位 小島 海渡 (岡山市立御南中学校)

２位 小島 菜々美 (就実中学校)

３位 森井 玲奈 (倉敷市立圧小学校)

ね，おはなしよんで
10・17日(金) 11：30～11：45

＊幼児親子 ＊当日受付

10日は「くらしきどうわを読む

会」の方、17日は職員による紙芝

居や絵本の読み聞かせです。

どんなお話に出会えるかな？

親子ヨガ
29日(水) 11：00～11：45

＊3歳までの親子１5組 ＊要申込

＊参加費：1００円

＊持ち物：飲み物・汗拭きタオル

ヨガマット(バスタオルでも可)

井上先生と身体を動かしてリフ

レッシュ。ヨガを楽もう！

おひるねアート
21日(火) 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『ね

ずみ年』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。

昔あそびと七草がゆ
5日(日) 10：00～12：00

＊どなたでも（幼児は保護者同伴）

＊七草がゆは先着５０名

＊当日受付

＊参加費：無料

けん玉・こま・お手玉などの昔遊びを

楽しみましょう♪

二分の一成人式
18日(土) 13：30～15：30

＊小学4年生 25人

＊要申込(申込締切は1/10(金))

＊参加費：無料

水島児童館で10歳のお祝いをしま

しょう。

お祝いの読み聞かせやボーカルス

テージ、スクラップブッキング、

わらべうたであそぼう
15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。

親子ふれあい音楽遊び
28日(火) 11：00～11：45

＊乳幼児親子 25組 ＊要申込

＊参加費：無料

『冬であそぼう』をテーマに楽し

くリトミックをしましょう。


