
３０年度

元気っ子広場 １０：００～１１：３０

こま・けん玉で遊ぼう １４：００～１５：３０

★手作り万華鏡 １０：００～１１：３０

キッカーボードであそぼう １４：００～１５：３０

3 金 ０・１・２・３ つどいの広場 １０：００～１１：３０

手芸クラブ   ９：３０～１２：００
★トールペイントでのぼり人形づくり １３：３０～
あそびクラブ １３：３０～１５：３０

オセロ大会 １５：３０～１６：３０

木の端材工作 １０：００～１２：００

カプラであそぼう １４：００～１５：３０

ベビーマッサージ １０：００～１１：００

★染め紙ランプシェード １０：００～１１：３０
くらしき作陽大学子ども教育学部「サマーフェスティバル２０１８」 １３：００～１５：００

からだであそぼう   ９：３０～１０：３０
こま・けん玉で遊ぼう １４：００～１５：３０

★くるくるコマおとし １０：００～１１：３０

キッカーボードであそぼう １４：００～１５：３０

おやとこ広場 １０：００～１１：３０

まんだらぬりえで遊ぼう １０：００～１１：３０

13 月 おやとこ広場 １０：００～１１：３０

14 火 おやとこ広場 １０：００～１１：３０

15 水 おやとこ広場 １０：００～１１：３０

おやとこ広場 １０：００～１１：３０

キッカーボードであそぼう １４：００～１５：３０ どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付
音楽親子遊び（０～１歳半） １０：３０～１１：００ ０～１歳半親子２０組。要参加費。要申込み
音楽親子遊び（１歳半～３歳児） １１：１０～１１：４０ １歳半～３歳児親子１５組。要参加費。要申込み
小学生折紙クラブ 　９：３０～１０：４５

４・５歳児折紙クラブ １０：４５～１２：００

将棋クラブ 　９：３０～１１：３０

将棋入門・大会 １３：３０～１６：００

楽舞クラブ １３：３０～１５：００

わくわく科学教室 １３：３０～１６：３０
★わくわく科学フェア「ドライアイスで遊ぼう」 １３：３０～１６：３０

21 火 音もだち～リトミック遊び～ １０：００～１１：００

元気っ子広場 １０：００～１１：３０

身体計測 １０：００～１１：３０

こま・けん玉で遊ぼう １４：００～１５：３０ どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付
おもちゃの病院 １０：００～１３：３０

おもちゃバンク １０：００～１１：３０

キッカーボードであそぼう １４：００～１５：３０ どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付
24 金 親子クッキング １０：００～１２：００

ドキドキ体験クラブ 　９：３０～１２：００

夏まつり １０：００～１２：００

おやとこ広場 １０：００～１１：３０

まんだらぬりえで遊ぼう １０：００～１１：３０

カプラであそぼう １４：００～１５：３０ どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付
28 火 子ども企画「おもちゃづくり」 １０：００～１１：３０

元気っ子広場 １０：００～１１：３０

こま・けん玉で遊ぼう １４：００～１５：３０ どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付
おやとこ広場 １０：００～１１：３０

キッカーボードであそぼう １４：００～１５：３０

♠音楽親子遊び ２１日（金）１０：３０～ ０～１歳半親子、１１：１０～ １歳半～３歳児親子。要申込み。要参加費
♠福祉体験 ２２日（土）１０：００～ 小学生以上。要申込み
♠お月見会 ２３日（日）１０：３０～ どなたでも（幼児は保護者同伴）。要申込み

♠将棋入門・将棋大会 １５日（土）１３：３０～ 小学生以上。先着２５名。要申し込み。時間厳守
♠おもちゃバンク １６日（日）１０：００～ どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付。交換用おもちゃ持参

♠こま教室・けん玉塾 　９日（日）　９：３０～ どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付可
♠音もだち　～リトミック遊び～ １１日（火）１０：００～ ２・３歳児親子。要申込み

30 木
乳幼児親子。当日受付
どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付 ９　月　の　予　定

♠ベビーマッサージ 　４日（火）１０：００～ 概ね４ヶ月以上の乳幼児親子。要申込み。要参加費

４歳以上１５人（幼児は保護者同伴）。要申込み。参加費５０円

29 水
乳幼児親子。当日受付

27 月
乳幼児親子。当日受付
どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付

４歳児以上親子１０組。要申込み。要参加費。持ち物：エプロン・三角巾・マスク・手ふきタオル・お茶

25 土
会員制。持ち物：筆記用具、ハンカチ、お茶
どなたでも。要申込み

23 木
どなたでも。当日受付。修理に伴う部品代実費
どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付。交換用おもちゃ持参

２・３歳児親子２０組。要申込み。持ち物：ハンカチ、お茶

22 水
乳幼児親子。当日受付
乳幼児親子。当日９：００～受付。定員になり次第終了

会員制。講師：坂東弘季三先生。持ち物：お茶・ハンカチ、靴下着用

20 月
会員制。講師：武田芳紀先生
小学生１０人。要申込み。要参加費。持ち物：筆記用具・お茶・手拭きタオル

18 土

会員制。持ち物：持ち帰り用の箱
会員制。持ち物：持ち帰り用の箱
会員制。　講師：大石美明先生、難波慎先生、吉本晃先生
小学生以上。要申込み。先着25名。時間厳守

17 金

乳幼児親子。当日受付

16 木
乳幼児親子。当日受付

乳幼児親子。当日受付
乳幼児親子。当日受付

10 金
乳幼児親子。当日受付
どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付

9 木
小学生１０人。要申込み。材料代実費。持ち物：お茶・手ふきタオル

どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付

8 水
４・５歳児２０人。要申込み。要参加費。講師：大橋美紗子先生。持ち物：上履き・汗ふきタオル・お茶

どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付

小学生１０人。要申込み。材料代実費。持ち物：お茶・手ふきタオル・汚れてもいい服装

２歳児以上の幼児（保護者同伴）。当日受付

6 月
４歳児親子～小学生３０組（幼児は保護者同伴）。要申込み。材料代実費。持ち物：持ち帰り用の箱・お茶・ハンカチ

どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付

7 火
概ね４ヶ月以上の乳幼児親子２０組。要申込み。要参加費

乳幼児親子。当日受付

4 土

会員制。詳細は７月のクラブでお知らせします
小・中・高校生２０人。要申込み。持ち物等は申込み時にお伝えします

会員制。持ち物：上靴、お茶、ハンカチ、メモ帳、筆記用具
どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付可

2 木
小学生１０人。要申込み。材料代実費。持ち物：お茶・手ふきタオル

どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付

しっかり水分をとって、暑い夏を楽しもう！じどうかんでも、たくさんの行事を用意してみんなを待ってるよ。
８　　月　　の　　予　　定

1 水
乳幼児親子。当日受付
どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付

　た　ま　し　ま 玉　島　児　童　館 休館日　※夏休み期間中は日曜日が休館日となります

　　８月 じどうかんだより
玉島中央町３－９－１２ ５日（日）・１１日(祝土）・１２日（日）・１９日（日）・２６日（日）TEL/FAX　５２６－３４００

☆児童館は０歳から１８歳までの児童とその保護者が利用でき、開館時間は９：００～１７：１５です。

＜くらしき作陽大学子ども教育学部
「サマーフェスティバル２０１８」＞

８月７日（火）１３：００～１５：００
２歳児以上の幼児（保護者同伴）。

当日受付
お兄さん・お姉さんと色々なコーナーを楽しもう！

元気っ子広場

８月１、２２、２９日（水）

１０：００～１１：３０

乳幼児親子。当日受付。

楽器遊びや絵本の

読み聞かせをするよ♪

＜からだであそぼう＞
８月８日（水）９：３０～１０：３０

４・５歳児（保護者と分離して活動）

２０人。要申込み。参加費１００円

持ち物：お茶・汗ふきタオル・上履き

思いっきり体を動かそう♪♪

動きやすい服装で参加してね
＜おもちゃバンク＞

８月２３日（木）１０：００～１１：３０
どなたでも（幼児は保護者同伴）

当日受付。無料
使わなくなったおもちゃを交換しよう！

＜音もだち～リトミック遊び～＞
８月２１日（火）１０：００～１１：００
２・３歳児親子２０組。要申込み

音楽大好きな森元さんと音で遊ぼう♪
動きやすい服装、はだしで参加してね

＜おもちゃの病院＞
８月２３日（木）１０：００～１３：３０

どなたでも。当日受付
修理にともなう部品代実費

親子で来てね♪

＜ベビーマッサージ＞
８月７日（火）１０：００～１１：００

概ね４か月以上の乳幼児親子２０組。要申込み
参加費３００円。タオル・バスタオル・飲み物持参

マッサージで赤ちゃんとスキンシップ♪

＜親子クッキング＞
８月２４日（金）１０：００～１２：００

４歳児～小学生親子１０組
要申込み。親子で１００円。子ども1人追加３０円

持ち物：エプロン・三角巾・マスク
手ふきタオル・お茶

＜子ども企画「おもちゃづくり」＞
８月２８日（火）１０：００～１１：３０

４歳以上１５人（幼児は保護者同伴）
要申込み。参加費５０円

＜木の端材工作＞
８月６日（月）１０：００～１２：００

４歳児親子～小学生３０組（幼児は保護者同伴）
要申込み。材料代実費

持ち物：持ち帰り用の箱・お茶・ハンカチ

＜わくわく科学フェア
「ドライアイスであそぼう」＞

８月２０日（月）１３：３０～１６：３０
小学生１０人。要申込み。要参加費

持ち物：筆記用具・お茶・手ふきタオル
ドライアイスの大実験！

＜音楽親子遊び＞
８月１７日（金）

１０：３０～１１：００ ０歳～１歳半親子 ２０組
１１：１０～１１：４０ １歳半～３歳児親子 １５組

要申込み。要参加費
いろんな楽器や音楽に触れよう♪

＜将棋入門・将棋大会＞
８月１８日（土）１３：３０～１６：００

小学生以上。要申し込み。先着２５名
時間厳守

大会と初心者向けの教室もあるよ

●行事の申し込みについて

・行事の申し込みは１ヶ月前からです。児童館で申込用紙に本人またはその家族が申し込んでください。

・欠席の時は、必ず連絡をお願いします。

・３回以上連絡なくお休みした場合は、次回の申し込みをお断りすることがあります。

●児童館には、水飲み場、自販機がありません。飲み物を持参してください。

●卓球・バスケットボールは、小学4年生以上です。必ず体育館シューズを持参しましょう。

児童館からのお知らせ

０・１・２・３ つどいの広場

８月３日（金）

１０：００～１１：３０

乳幼児親子。当日受付。

親子のふれあい遊びをするよ♪

＜トールペイントでのぼり人形づくり＞
８月４日（土）１３：３０～

小・中・高校生２０人。要申込み
材料代実費

詳細は申込み時にお伝えします

＜染め紙ランプシェード＞
８月７日（火）１０：００～１１：３０

小学生１０人。要申込み
材料代実費

持ち物：お茶・手ふきタオル・汚れてもいい服装

＜手作り万華鏡＞
８月２日（木）１０：００～１１：３０

小学生１０人。要申込み
材料代実費

持ち物：お茶・手ふきタオル

◇お知らせ◇
この枠内の行事（左記★印がついているもの）は

７月１日（日）９：００ から申込みできます。
なお、こちらの行事申込みについては１人につき、
いずれか１つです。ご了承ください。

夏まつり
８月２５日（土）

１０：００～１２：００

どなたでも。要申込み
児童館で夏の最後を楽しもう！

＜くるくるコマおとし＞
８月９日（木）１０：００～１１：３０

小学生１０人。要申込み
材料代実費

持ち物：お茶・手ふきタオル

身体計測

８月２２日（水）

１０：００～１１：３０

乳幼児親子。

当日９：００～受付。

定員になり次第終了。

つどいの広場

（玉島児童館３階常設）

《休館日は児童館に準じます》

０歳から概ね３歳までの幼児と保護者を対象に、

交流の場の提供や子育ての相談・援助などを行います。

おやとこ広場

８月１０,１３,１４,

１５,１６,２７,３０日

１０：００～１１：３０

乳幼児親子。当日受付。


