2020年

9月

みずしまじどうかんだより

暑い日がまだまだ続きますね。夜には月がきれいに見える季節になりました。
季節の変わり目は体調を崩しやすくなります。たくさん食べて、いっぱい寝て、元気に児童館へ遊びに来てね♪
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9 月
１０：００～１２：００
火 あそびのひろば
１０：００～１２：００
水 あそびのひろば
１０：００～１２：００
木 あそびのひろば
あそびのひろば
１０：００～１１：３０
金
ばぁばのおはなしひろば １１：３０～１１：４５
１４：００～１５：００
土 折り紙で遊ぼう
１４：００～
日 オセロタイム
月 休館日
あそびのひろば
１０：００～１２：００
火
おひるねアート
１０：００～１２：００
あそびのひろば
１０：００～１２：００
水
３・４・５歳児パステルアート １４：３０～１５：３０
１０：００～１２：００
木 あそびのひろば
あそびのひろば
１０：００～１１：３０
金
ね，おはなしよんで
１１：３０～１１：４５
チャレンジひろば～スライムで遊ぼう～ １４：００～１４：３０
土
チャレンジひろば～どろどろスライムで遊ぼう～ １４：３０～１５：００
日
月 休館日
火 親子ふれあい音楽遊び １１：００～１１：４５
１０：００～１２：００
水 あそびのひろば
１０：００～１０：４５
木 親子でストレッチ
絵本タイム
１１：００～１１：３０
金
おでかけ児童館 水島中央公園 １０：３０～１１：３０
土 みんなで遊ぼう♪「ジャン・ケン・ポン」 １４：００～１５：００
日
月 休館日
火 休館日
水 休館日
１０：００～１２：００
木 あそびのひろば
発達相談
１０：３０～１１：３０
金
わくわく☆ひろば
１１：００～１１：３０
土 スノードームカードを作ろう １４：００～１５：００
１３：３０～１５：００
日 お月見会
月 休館日
あそびのひろば
１０：００～１２：００
火
身長・体重を計ろう！
１０：００～１２：００
水 親子ふれあいあそび～わらべうた～ １１：００～１１：５０

おねがい

の 予 定
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』
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』

水島児童館

開館時間 ９:００～１７:１５
休館日

７日(月)・１４日(月)・２１日(祝)

倉敷市水島北幸町１－３
TEL・FAX 448-0650

２２日(祝)・２３日(水)・２８日(月)

お願い
・新型コロナウイルス感染症対策のため、行事に参加する人数の制限や行事を中止する場合があります。
最新のお知らせはHPをご覧いただくか、児童館までお問い合わせください。
・感染症対策として入館時の検温、手洗いまたは手指のアルコール消毒、マスク着用をお願いしております。
・感染症予防に伴い、児童館内に設置している冷水機の使用を中止しています。各自お茶など水分補給できる
飲み物をご持参ください。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

どなたでも(乳幼児は保護者同伴)。当日受付。参加費：無料。『紙ひこうき』

オセロのルールが分かる人。当日受付。
乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』
乳幼児親子。自由参加。季節のテーマは『秋』
乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』

ばぁばのおはなしひろば

３・４・５歳児パステルアート

親子ふれあい音楽遊び

0４日(金) 11：30～11：45

９日(水) 14：30～15：30

15日(火) 11：00～11：45

ね，おはなしよんで
＊３・４・５歳児１６人
＊参加費：１００円 ＊要申込
＊持ち物：濡れた手ふき・マスク

＊乳幼児親子１０組 ＊要申込
＊参加費：無料

４日は読み聞かせボランティアの國
安さん、１１日は水島児童館職員に
よる紙芝居や絵本の読み聞かせです。

石合先生と一緒にステキな作品を作
ろう！

『夏の思い出であそぼう』をテーマ
に楽しくリトミックをしましょう。

親子でストレッチ

みんなで遊ぼう♪
ジャン・ケン・ポン

11日(金) 11：30～11：45

＊幼児親子

＊当日受付

３・４・５歳児１６人。要申込。参加費:１００円 ＊濡れた手ふき・マスク

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』
乳幼児親子１０組。当日受付。参加費：無料
小学生以上１０人。当日受付。参加費：無料

17日(木) 10：00～10：45

乳幼児親子１０組。要申込。参加費:無料。『夏の思い出であそぼう』

乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』
０～３歳親子１０組。要申込。参加費:無料 ＊飲み物・ヨガマット(またはバスタオル)

乳幼児親子。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。当日受付。参加費：無料。※雨天中止

小学生以上１６人。要申込。参加費:無料 ＊お茶・タオル・マスク

乳幼児親子。自由参加。『自由遊び』
どなたでも。当日受付。『クムレによる発達相談』

＊０～３歳親子１０組 ＊要申込
＊参加費：無料
＊持ち物：飲み物
ヨガマット(またはバスタオル)

健康づくり事業の方と一緒にスト
レッチ♪
体を動かしてリフレッシュしよう。

1９日(土) 14：00～15：00

＊小学生以上１６人 ＊要申込
＊参加費：無料
＊持ち物：お茶・マスク
異年齢のお友達と一緒に遊ぼう♪
いろいろな集団遊びをするよ。

スノードームカードを作ろう

お月見会

26日(土) 14：00～15：00

27日(日) 13：30～15：00

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。

親子ふれあい遊び
～わらべうた～
30日(水) 11：00～11：50

＊小学生以上15人 ＊要申込
＊参加費：100円
＊持ち物：マスク

＊どなたでも25人(乳幼児は保護者同伴)
＊要申込 ＊参加費：５０円
＊持ち物：マスク

＊乳幼児親子1０組 ＊要申込
＊参加費：無料 ＊持ち物：お茶

キラキラのスノードームカードを
つくろう♪

みんなでお月見の雰囲気を楽しもう！
簡単工作もできるよ♪

『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。

乳幼児親子。自由参加。職員と一緒に遊びましょう♪
小学生以上１５人。要申込。参加費:１００円
どなたでも２５人(乳幼児は保護者同伴)。要申込。参加費：５０円。持ち物：マスク

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。
乳幼児親子１０組。要申込。参加費：無料。

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。

10月の予定
２日(金) ばぁばのおはなしひろば
０４日(日) オセロタイム
１０日(土) 手品工作
〃
手品をみよう
１１日(日) おもちゃの病院

１４日(水) 親子ヨガ
１６日(金) 絵本タイム
〃
おでかけ児童館 水島中央公園
１８日(日) チャレンジかぎ編み
２０日(火) おひるねアート

２３日(金) 発達相談
〃
わくわく☆ひろば
２７日(火) 身長・体重を計ろう！
２８日(水) 「福祉体験教室」(幼児対象)
３０日(金) ベビーマッサージをしよう

