
あそびのひろば 行事の兼合いにより
時間が異なります。 乳幼児親子対象 自由参加 無料 おもちゃで自由に遊ぼう♪押し車もあります。

身長・体重を計ろう！ 10:00～12:00 乳幼児親子対象 当日受付 無料
成長記録をつけましょう！赤ちゃん用の身
長計・体重計もあります。

親子でパステルアート 10:00～11:00 ２歳～(親子対象)　１５組 要申込 １００円
石合先生と一緒にパステルアートを楽しもう♪
＊汚れても良い服装・手ふき

おでかけ児童館　水島中央公園 10:30～11:30 乳幼児親子対象 自由参加 無料
水島児童館が水島中央公園におでかけしま
す。簡単工作ができるよ。※現地集合

親子ふれあい絵本タイム 11:00～11:30 乳幼児親子対象 当日受付 無料
絵本好きな子どもに育てるための第一歩に♪
季節の絵本も用意しています。

おひるねアート 10:00～12:00 乳幼児親子対象 自由参加 無料
可愛い写真を撮ろう！今月のテーマは『干
支～うし～』です。

親子ふれあい遊び＆
言語聴覚士さんの話を聞こう

10:00～11:00
乳幼児親子対象

１５組 要申込 無料
親子で一緒に遊ぼう♪
言語聴覚士さんのお話も聞けます。

発達相談 10:30～11:30 乳幼児親子対象 自由参加 無料 クムレのスタッフさんによる発達相談です。

わくわく☆ひろば 11:00～11:30
乳幼児親子対象

１５組 自由参加 無料 ふれあい遊びや簡単工作などをして遊ぼう♪

親子ふれあい音楽あそび 10:30～11:15
乳幼児親子対象

１５組 要申込 無料
リトミックを楽しもう！今回のテーマは『節
分を楽しもう』です。

親子ふれあい遊び～わらべうた～ 10:30～11:20
乳幼児親子対象

１０組 要申込 無料 植山先生と一緒にわらべうたを楽しもう♪

ベビーマッサージをしよう 11:10～11:40
乳幼児親子対象

１０組 要申込 １００円
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♪　＊タオル・バスタオル・お茶

３・４・５歳(就園児)
『昔遊びで遊ぼう♪』

14:30～15:30
就園している
幼児　１６人 要申込 ５０円 昔遊びで遊ぼう♪簡単工作もするよ。　＊マスク

二分の一成人式 13:30～15:30 小学校4年生 20人
申込受付期間

(12/16～1/13) 無料
１０歳のお祝いをしましょう。読み聞かせ、スクラップ
ブッキングなどを行います。　＊マスク

ドッヂボールで遊ぼう 14:00～15:00 小学生以上16人 要申込 無料 異年齢のお友達とドッヂボールを楽しもう♪　＊お茶

チャレンジかぎ編み 14:00～15:00 小学生以上10人 当日受付 無料 初めての人も大丈夫。かわいいものを作ろう。
＊マスク・かぎ針(ある人)・編みたい毛糸

《どなたでも(乳幼児は保護者同伴)》

昔遊びを楽しもう 10:00～12:00 どなたでも
(乳幼児は保護者同伴) 当日受付 無料

昔遊びで遊びましょう。簡単工作もあるよ。先着
30人にはプレゼントがあります。　＊マスク

凧を作ろう 14:00～15:00 どなたでも15人
(乳幼児は保護者同伴) 当日受付 無料 オリジナルの凧を作ろう！　＊マスク

オセロタイム 14:00～
オセロのルールが
分かる人 当日受付 無料 みんなでオセロを楽しもう。　＊マスク

13:30～14:15 どなたでも15人
(乳幼児は保護者同伴) 要申込 無料

14:30～15:15 どなたでも15人
(乳幼児は保護者同伴) 要申込 無料

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

なおとさんと一緒に一輪車で遊ぼう♪
＊お茶・動きやすい服装

豆まき会 10:00～11:00 どなたでも25人
(乳幼児は保護者同伴) 要申込 無料

豆まきごっこで心の鬼をやっつけよう！
ちょっぴりプレゼントもあるよ。　＊マスク

29日(金)

紙粘土で遊ぼう♪オリジナル「モンスター
キーホルダー」を一緒に作りましょう。
＊マスク

２３日(土) 紙粘土遊び
～モンスターキーホルダー～

２０日(水)

０６日(水)

０９日(土)

１０日(日)

《幼児対象(幼稚園・保育園に通っている幼児)》

    みずしまじどうかんだより

随時実施

０８日(金)

１４日(木)

１９日(火)

１５日(金)

２８日(木)

水島児童館
倉敷市水島北幸町１－３

TEL・FAX  448-0650

開館時間　９:００～１７:１５

休館日    １日(金)～ ４日(月) ・ １１日(祝) 

《乳幼児対象》

　　　　１２日(火)・１８日(月)・２５日(月)

２６日(火)

２１日(木)

２２日(金)

《小学生以上対象》

１６日(土)

１７日(日)

３０日(土)

３１日(日)

２４日(日)

５日(金)   ばぁばのおはなしひろば

６日(土) 折り紙で遊ぼう

７日(日) オセロタイム

９日(火) 手形・足形アート

〃 身長・体重を計ろう！

１０日(水) ３・４・５歳(就園児)

「お店屋さんごっこで遊ぼう」

２月の予定 １２日(金) おひるねアート

１３日(土) 手品工作

１４日(日) おもちゃの病院

１７日(水) 親子ヨガ

１９日(金) 親子ふれあい絵本タイム

〃 おでかけ児童館 水島中央公園

２０日(土) 科学センターで遊ぼう

２１日(日) チャレンジかぎ編み

２６日(金) 発達相談

〃 わくわく☆ひろば

２８日(日) ディアボロで遊ぼう

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。

・感染症対策のため換気を行っております。暖かい服装でお越しください。

2021
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日 日曜日
28 29 30 31 01 02 03

休館日 休館日 休館日

04 05 06 07 08 09 10

休館日

昔遊びを楽しもう
10:00～12:00

あそびのひろば
10:00～12:00

あそびのひろば
10:00～12:00
身長・体重を計ろう！
10:00～12:00

凧を作ろう
14:00～15:00

オセロタイム
14:00～

11 12 13 14 15 16 17

休館日 休館日

あそびのひろば
10:00～12:00

※親子でパステルアート

(２歳～・親子対象)

10:00～11:00

おでかけ児童館　水島中央公園
10:30〜11:30
親子ふれあい絵本タイム
11:00〜11:30

※二分の一成人式
13:30～15:30

ドッヂボールで遊ぼう
14:00～15:00

18 19 20 21 22 23 24

休館日

あそびのひろば

10:00～12:00

おひるねアート『干支～うし～』

10:00～12:00

あそびのひろば

10:00～12:00

※３・４・５歳(就園児)

「昔遊びで遊ぼう」

14:30～15:30

※親子ふれあい遊び＆

言語聴覚士さんの話を聞こう

10:00～11:00

発達相談
10:30～11:30
わくわく☆ひろば
11:00～11:30

※紙粘土遊び

～モンスターキーホルダー～

①13:30～14:15

②14:30～15:15

一輪車で遊ぼう
14:00～15:00

25 26 27 28 29 30 31

休館日

※親子ふれあい音楽あそび

10:30～11:15
あそびのひろば
10:00～12:00

※親子ふれあいあそび

～～～わらべうた～

10:30～11:20

※ベビーマッサージ
ここここここをしよう
11:10～11:40

チャレンジかぎ編み
14:00～15:00

※豆まき会
10:00～11:00

01 02

1 月

〇行事を行っている時間でもその部屋以外の場所はいつでも遊ぶことができます。
〇乳幼児さんは保護者同伴でのご利用をお願い致します。小学生～高校生は一人で利用できます。
〇平日の9:00～16:00の間は児童館裏のグラウンドを駐車スペースとして開放しておりますのでご利用ください。
〇飲食ができるスペースもあります。11:30～13:00の間は昼食スペースとして開放しているお部屋もあります。
〇おもちゃバンク(おもちゃのリユース)に活用できる使わなくなったおもちゃなどを随時募集しています。
〇行事の申し込みは、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。
こ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。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

今月は昔遊びで遊びましょう♪

寒さに負けないようにたくさん寝て、たくさん食べて元気に児童館へ遊びに来てね♪


