
令和３年度

1 水 元気っ子広場 １０：００～１１：３０

2 木 おやとこ広場 １０：００～１１：３０

3 金 おやとこ広場 １０：００～１１：３０
福祉体験とクラフトたいむ １０：００～１２：００
福祉体験 １０：３０～１１：３０
わらべうた同好会「ねこのめ」 １０：３０～１１：３０
おもちゃの病院 １０：００～１３：３０
手作りアロマ「クリームづくり」 １０：００～１１：００
おやとこ広場 １０：００～１１：３０
元気っ子広場 １０：００～１１：３０
４・５歳児たまっこたいむ １４：３０～１５：３０

10 金 おやとこ広場 １０：００～１１：３０
おでかけ児童館「備中玉島みなと朝市」 　９：００～１２：００
こま教室・けん玉塾   ９：３０～１２：００ 小学生以上（幼児は要相談）。当日受付可
折紙でお正月を折ろう １４：００～１５：００ ４・５歳児５人、小学生５人。要申込み。要参加費

14 火 ベビーマッサージ １０：００～１１：００

15 水 元気っ子広場 １０：００～１１：３０

16 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

18 土 お誕生日会 １０：００～１０：３０

19 日 クリスマス会 １４：００～１５：００ 　　　 

21 火 音もだち～リトミック遊び～ １０：００～１１：００ 　　　　　　　　 
おやとこ広場 １０：００～１１：３０
身体計測 １０：００～１１：３０

24 金 おやとこ広場 １０：００～１１：３０
くらしき作陽大学児童文化部ぱれっと公演 １１：００～１２：００
子ども企画「お正月のフラワーアレンジメント」 １４：００～１５：３０

28 火 大そうじ １０：００～１１：００

１５日（土）１０：００～ 小学生１０人。要申込み。要参加費
１５日（土）１４：００～ ４・５歳児５人、小学生５人。要申込み。要参加費

♠こま大会 ２２日（土）１３：００～ 小学生以上（幼児は要相談）。当日受付可。時間厳守
２７日（木）１０：００～０・１歳親子。１１：００～２・３歳親子。要申込み

４歳以上１５人（幼児は保護者同伴）。要申込み。要参加費

　　　１２月　 じどうかんだより

乳幼児親子～高校生３０人。要申込み
26 日

どなたでも。当日受付

♠クラフトたいむ「クレイフラワーBOX」

♠折紙であそぼう

♠わらべうたであそぼう

♠音もだち １８日（火）１０：００～ ２・３歳児親子。要申込み

♠科学教室 　８日（土）　９：３０～ 小学３年生以上１５人。要申込み。要参加費

１月の予定

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　

どなたでも（幼児は保護者同伴）。当日現地受付

４・５歳児１０人。要申込み。要参加費

♠音楽親子遊び

♠おでかけ児童館in備中みなと朝市

♠たまっこたいむ １２日（水）１４：３０～

　９日（日）　９：００～

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

１２月が誕生月の0～3歳児親子５組。要事前申込み（TEL受付可）

乳幼児親子～高校生３０人。要申込み

１歳半～３歳児親子１０組。要参加費。要申込み

１２　月　　の　　予　　定

４・５歳児１０人。要申込み。要参加費。持ち物：お茶、タオル、シューズ、マスク

　た　ま　し　ま 玉　島　児　童　館 休　館　日

玉島中央町３－９－１２ ６日（月）・１３日（月）・２０日（月）・２７日（月）

TEL/FAX　５２６－３４００ ２９日（水）～１月３日（月）

☆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。

今年も児童館に遊びに来てくれてありがとう☆来年もみんなの笑顔がたくさん見れるのを楽しみに待っているね！

日

乳幼児親子。当日受付

２・３歳児親子１０組。要申込み

乳幼児親子。当日受付
乳幼児親子。当日受付

小学生５人。要申込み
「ティッシュケース作り」小学生１５人。要申込み。要参加費

8 水

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
０歳～１歳半親子１０組。要参加費。要申込み

乳幼児親子。当日受付

乳幼児親子。当日受付

♠１月生まれのお誕生日会 ２２日（土）１０：００～ １月にお誕生日を迎える０～３歳児親子５組。要申込み（TEL受付可）

22 水

乳幼児親子。当日受付
どなたでも。要申込み。要参加費９００円

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

4 土

5 日

7 火

どなたでも。当日現地受付

要申込み。要参加費

概ね４ヶ月以上の乳幼児親子１０組。要申込み。要参加費

17 金

12

●行事申し込みについて

・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

＜身体計測＞
１２月２２日(水）

１０：００～１１：３０
乳幼児親子

当日９：００～受付

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

＜来館時のお願い＞

◎ご家族に体調のすぐれない方がいる場合は、利用をご遠慮ください。

◎児童館に入る時には手指消毒をお願いします。マスクを着用してください。

◎水分補給用のお茶や水を持ってきてください。

◎行事は感染状況により変更や中止になることがあります。

＜こま教室・けん玉塾＞

１２月１２日（日） ９：３０～１２：００

小学生以上（幼児は要相談)

当日受付可

こまとけん玉の上手な

＜ベビーマッサージ＞

１２月１４日（火） １０：００～１１：００

概ね４ヶ月以上の乳幼児親子１０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

＜音もだち～リトミック遊び～＞

１２月２１日（火） １０：００～１１：００

２・３歳児親子１０組。要申込み

音楽大好きな森元さんと音で遊ぼう♪

＜１２月生まれのお誕生日会＞

１２月１８日（土） １０：００～１０：３０

１２月にお誕生日を迎える

０～３歳児親子５組

要申込み（TEL受付可）。当日受付不可

同じ誕生月のみんなで誕生日を

お祝いしましょう！

＜福祉体験とクラフトたいむ＞

～ティッシュケース作り～

１２月４日（土） １０：００～１２：００

小学生１５人。要申込み。要参加費

小学生向けの講座です！

詳しい内容は児童館スタッフまで。

＜４・５歳児たまっこたいむ＞

１２月８日（水） １４：３０～１５：３０

４・５歳児１０人。要参加費

要申込み（保護者と分離して活動）

持ち物：お茶、タオル、

シューズ、マスク

＜折紙でお正月を折ろう＞

１２月１２日（日） １４：００～１５：００

４・５歳児５人、小学生５人

要申込み。要参加費

持ち物：お茶・ハンカチ

幼児・小学生が一緒に折紙を折ります！

＜備中玉島みなと朝市＞

（清心町商店街）

１２月１２日（日）

９：００～１２：００

どなたでも

当日現地受付

簡単工作をするよ♪

＜音楽親子遊び＞

１２月１７日（金）

１０：３０～１１：００ ０～１歳半親子 １０組

１１：１０～１１：４０ １歳半～３歳児 １０組

要申込み。 参加費１００円

講師の先生と音楽であそぼう♪

＜おもちゃの病院＞

１２月 ５日（日） １０：００～１３：３０

どなたでも（幼児は保護者同伴）

当日受付

修理にともなう部品代実費

親子で来てね！

＜福祉体験＞

１２月４日（土） １０：３０～１１：３０

小学生５人。要申込み

福祉用具や車いすなどを

児童館で体験しよう！

＜手作りアロマ「クリームづくり」＞

１２月７日（火） １０：００～１１：００

乳幼児親子１０組。要申込み

参加費９００円

アロマでリラックス♪

赤ちゃんにも使える肌にやさしい

＜ごー！ごー！じどうかん！！＞

くらしき作陽大学児童文化部

「ぱれっと」新作公演

１２月２６日（日） １１：００～１２：００

乳幼児親子～高校生３０人。要申込み

＜子ども企画＞

「お正月のフラワーアレンジメント」

１２月２６日（日） １４：００～１５：３０

４歳以上１５人（幼児は保護者同伴）

＜クリスマス会＞

１２月１９日（日）１４：００～１５：００

乳幼児親子～高校生３０人

要申込み

ママザウルスがやってくるよ♪

＜大そうじ＞
１２月２８日(火）１０：００～１１：００

どなたでも。当日受付

おそうじスタッフ

募集します！


