
３０年度

1 金 ０・１・２・３　つどいの広場 １０：００～１１：３０
手芸クラブ 　９：３０～１２：００
あそびクラブ １３：３０～１５：３０

3 日 わらべうた同好会「ねこのめ」 １０：３０～１１：３０
5 火 ベビーマッサージ １０：００～１１：００

元気っ子広場 １０：００～１１：３０
５歳児幼児クラブ １４：００～１５：３０

7 木 おやとこ広場 １０：００～１１：３０
１歳児親子幼児クラブ １０：００～１１：００
２歳児親子幼児クラブ １１：００～１２：００

9 土 オセロ大会 １５：３０～
元気っ子広場 １０：００～１１：３０
３歳児幼児クラブ １４：００～１５：３０
４歳児幼児クラブ １４：００～１５：３０

14 木 おやとこ広場 １０：００～１１：３０
音楽親子遊び（０～１歳半） １０：３０～１１：００
音楽親子遊び（１歳半～３歳児） １１：１０～１１：４０
将棋クラブ 　９：３０～１１：３０
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
将棋入門・大会 １３：３０～１６：００
楽舞クラブ １３：３０～１５：００
みんなで日舞体験をしよう １４：００～１５：００

19 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
５歳児幼児クラブ １４：００～１５：３０

21 木 おやとこ広場 １０：００～１１：３０
１歳児親子幼児クラブ １０：００～１１：００
２歳児親子幼児クラブ １１：００～１２：００
ドキドキ体験クラブ 　９：３０～１２：００
バドミントンであそぼう １５：３０～１６：３０

24 日 おもちゃの病院 １０：００～１３：３０
26 火 おやとこ広場 １０：００～１１：３０

元気っ子広場 １０：００～１１：３０
身体計測・育児相談 １０：００～１１：３０
３歳児幼児クラブ １４：００～１５：３０
４歳児幼児クラブ １４：００～１５：３０

♠ベビーマッサージ １２日（火）１０：００～
♠音楽親子遊び
♠将棋入門・将棋大会 １６日（土）１３：３０～
♠こま教室・けん玉塾 １７日（日）　９：３０～ 小学生以上(幼児は要相談)。当日受付可

27 水

会員制。持ち物：お茶・ハンカチ・上靴

23 土
会員制。詳細はお手紙で確認して下さい
小学４年生以上。当日受付可。持ち物：体育館シューズ、お茶、タオル

どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付。修理に伴う部品代実費

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９：００～受付。定員になり次第終了
会員制。持ち物：お茶・ハンカチ・上靴

16 土

20 水

22 金
会員制。持ち物：ハンカチ・お茶
会員制。持ち物：ハンカチ・お茶

乳幼児親子。当日受付
会員制。持ち物：お茶・ハンカチ・上靴

乳幼児親子。当日受付

会員制。持ち物：お茶・ハンカチ・上靴
会員制。持ち物：お茶・ハンカチ・上靴

乳幼児親子。当日受付

会員制。持ち物：持ち帰り用の箱・お茶
会員制。持ち物：持ち帰り用の箱・お茶

乳幼児親子。当日受付

０～１歳半親子２０組。要参加費。要申込み
１歳半～３歳児親子１５組。要参加費。要申込み

8 金
会員制。持ち物：ハンカチ・お茶 ４歳児以上(幼児は保護者同伴)。要申し込み
会員制。持ち物：ハンカチ・お茶 持ち物：お茶・ハンカチ。服装：くつ下着用

13 水

15 金

どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日受付可 講師：坂東弘季三先生

6 水
乳幼児親子。当日受付
会員制。持ち物：お茶・ハンカチ・上靴 みんなで日舞体験をしよう

乳幼児親子。当日受付 ２月１６日（土）１４：００～１５：００

要申し込み。要参加費 マッサージで赤ちゃんとスキンシップ♪

2 土
会員制。持ち物：裁縫道具、筆記用具 概ね４ヶ月以上の乳幼児親子。２０組。要申し込み
会員制。持ち物：お茶・ハンカチ・上靴 参加費：３００円。タオル・バスタオル・飲み物持参

乳幼児親子。当日受付 　２月５日（火）　１０：００～１１：００

　もうすぐ節分。暦の上では春なのに、まだまだ寒い日が続きそうです。
　かぜやインフルエンザの流行も心配ですね。児童館でたくさん遊んで病気を追い払おう！

☆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。

２月 じどうかんだより
玉島中央町３－９－１２ 　４日（月）・１１日（月・祝）・１２日（火）

TEL/FAX　５２６－３４００ １８日（月）・２５日（月）

２　　月　　の　　予　　定 ベビーマッサージ　　

概ね４ヶ月以上の乳幼児親子。要申し込み。要参加費
１５日（金）10：30～　0～1歳半親子、11：10～ 1歳半～3歳児親子。要申し込み。要参加費

小学生以上。先着２５名。要申込み。時間厳守

１９日（火）１０：００～ ２・３歳児親子。要申込み
♠カプラワークショップ ２８日（火）１０：００～　幼児（保護者同伴）、１３：３０～　小学生～高校生。要申込み

　た　ま　し　ま 玉　島　児　童　館 休　館　日

概ね４ヶ月以上の乳幼児親子２０組。要申し込み。要参加費

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。先着２５名。要申込み。時間厳守。講師：大石美明先生、難波慎先生、吉本晃先生

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

４歳児以上(幼児は保護者同伴)。要申し込み。持ち物：お茶・ハンカチ。服装：くつ下着用

２・３歳児親子２０組。要申し込み

♠音もだち　～リトミック遊び～

平成３１年度　玉島児童館クラブ員募集について
申し込み方法：専用はがきによる申し込み。申し込みの定員を超えた場合は抽選となります。

２/１(金)～児童館にて申し込み方法の案内を配布します。申し込み受付期間：２/１(金)～２/２８(木)

３月の予定

●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

おでかけ児童館

倉敷市民スポーツフェスティバル

in 真備

２月２４日（日）

１０：３０～１５：００

真備総合公園

たのしく体を動かしたり

遊べるコーナーがやってくる！

元気っ子広場

２月６・１３・２０・２７日（水）

１０：００～１１：３０

乳幼児親子

当日受付

楽器をならしたり、

おはなしを

きいたりしよう！

つどいの広場

《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

保護者の方を対象に

交流の場の提供や

子育ての相談・援助などを行います。

０・１・２・３ つどいの広場

２月１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♪

身体計測と育児相談

２月２７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

倉敷市子育て支援センターの

職員さんが来てくれますよ

音もだち～リトミック遊び～

２月１９日（火） １０：００～１１：００

２・３歳児親子２０組。要申し込み

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

将棋入門・将棋大会

２月１６日（土） １３：３０～１６：００

小学生以上。先着２５名。

要申込み。時間厳守

初心者むけの将棋教室だよ

おでかけ児童館 ｉｎ 倉敷市こどもまつり

２月１０日（日）９：３０～１５：００ 場所；ライフパーク倉敷

６児童館からあそびや工作の出前♪ みんなであそびに来てね！まってるよ！！

クラブ名 対象／定員 月回数 曜日・時間

１歳児親子幼児クラブ １歳児親子／２０組 ２回 第２・４（木）１０時～１１時

２歳児親子幼児クラブ ２歳児親子／２０組 ２回 第２・４（木）１１時～１２時

３歳児幼児クラブ ３歳児／１０人 １～２回 第３・隔月第４（水）１４時～１５時半

４歳児幼児クラブ ４歳児／１０人 １～２回 第３・隔月第４（水）１４時～１５時半

５歳児幼児クラブ ５歳児／２０人 １～２回 第２・隔月第４（水）１４時～１５時半

４・５歳児折紙クラブ ４・５歳児／１０人 １回 第３（土）１０時４５分～１２時

クラブ名 対象／定員 月回数 曜日・時間

手芸クラブ 小学生以上／２０人 １回 第２（土）１４時～１６時半

あそびクラブ 小１～３／２０人 １回 第２（土）９時半～１１時半

わくわく科学教室 小３以上／３０人 年８回 第２（土）９時半～１２時半

小学生折紙クラブ 小１～３／１０人 １回 第３（土）９時半～１０時４５分

将棋クラブ 小学生以上／２５人 １回 第３（土）９時半～１１時半

ドキドキ体験クラブ 小学生以上／２０人 １回 第４（土）９時半～１２時

楽舞クラブ ５歳児以上／２０人 １回 第３（土）１３時半～１５時

おもちゃをくださった方
ふくもり たいしくん

あすみちゃん

あきたかくん
ありがとうございます。


