《休館日》 ３日（祝） ４日（祝） ６日（祝） ７日（火）

２０１３年

こじまじどうかんだより

児島児童館

１３日(月） ２０日(月） ２７日(月）

５月

〒７１１－０９１１

児童館の裏山にある木々の緑も色鮮やかになり，過ごしやすいさわやかな季節になってきました。体調を崩しやすい季節で
もあるので、しっかりとご飯を食べ，たっぷりと寝て、元気に過ごしてくださいね。児童館のクラブや行事がない時でも，自由
に遊ぶことができます。お友だちを誘って遊びに来てね！

日

月

火

水
1

木

金

2

3

《開館時間》

児島小川２－２－１６
℡＆FAX ４７３－２８４４
今月のクラブ

土
4
日 曜

※のしるしのあるものは，事前に申し込みが
必要です。一ヶ月前から受け付けます。本人
または保護者の方が，料金をそえて，直接児
童館に来館の上，お申し込みください。２週
間前からは本人でなくてもかまいません。

午前９時～午後５時１５分

にこにこげんきクラブ

休
館
日

１４：１５～１５：１５

休
館
日

内容・持ち物 等

時 間

クラブ名

1

水 にこにこげんきクラブ

14：15～15：15 「なげて，キャッチ」

8

水 わくわくクラブ

14：15～15：15 「紙ねんどでつくろう」

《お茶・汗ふきタオル・上履き》
《汚れてもいい服装・お茶・手ふき》

図画工作クラブ

10：00～12：00 「パタパタかえし」

《筆記用具・はさみ・のり・ある人は油性マジック》
《汗ふきタオル・お茶・バスタオル（必要な人は）》

11 土
5

6

7

8

9

10

おもちゃばこ＆えほん 図画工作クラブ１０：００～１２：００

なかよしタイム

※わかばのつどい

11
ダンスクラブ

13：30～15：00

スクラップブッキングクラブ

10：00～11：30

折紙クラブ

13：30～15：00 「カーネーションを折ろう」

かんたんクッキングクラブ（りんご）

14：15～15：30 「クッキー」

「母の日」講師；三村真由美さん 《写真5～6枚・スティックのり・はさみ・筆記用具》

12 日
休
館
日

１０：００～１２：００

折紙をしよう！

休
館
日

１３：３０～１５：３０

12

１１：００～１１：３０

１０：００～１１：４５

めるへん文庫１０：００～１２：００

わくわくクラブ

※プチ生け花体験

ダンスクラブ１３：３０～１５：００

15 水

一輪車教室１５：００～１６：００

16 木 幼児クラブ（めろん）

１４：１５～１５：１５

13

１３：３０～１４：３０

14

15

16

17

おもちゃばこ＆ダンス

かんたんクッキングクラブ
（りんご）

幼児クラブ（めろん）

おもちゃばこ＆えほん

１０：００～１１：４５

１４：１５～１５：３０

１０：００～１１：３０

１０：００～１１：４５

18

休
館
日

１０：００～１１：３０
折紙クラブ

卓球クラブ ９：３０～１１：３０

10：00～11：30 「絵の具であそぼう」

《汚れてもいい服装・着替え・タオル・お茶》

9：30～11：30 講師；西中眞一さん

卓球クラブ
スクラップブッキングクラブ

《ある人はラケット・お茶・手ふき》

10：00～12：00

「蒸しパン」講師；宮地さとえさん

手芸クラブ

13：30～15：30

「糸まき飾り」

かんたんクッキングクラブ（みかん）

14：15～15：30 「クッキー」

18 土 クッキングクラブ（奇）

《のり・はさみ・カラーペン》

《エプロン・マスク・三角巾・手ふき・お茶》

《エプロン・マスク・三角巾・ふきん・お茶》

クッキングクラブ（奇）
《裁縫道具（ある人）・木工用ボンド・手ふき・お茶》

１０：００～１２：００
手芸クラブ １３：３０～１５：３０

１３：３０～１５：００

22 水

23 木 幼児クラブ（もも）

《エプロン・マスク・三角巾・手ふき・お茶》

10：00～11：00 「絵の具であそぼう」

《汚れてもいい服装・着替え・タオル・お茶》

※プチ生け花体験

わかばのつどい
１５：３０～１６：３０

19

20

※ファーストサイン

休
館
日

１０：００～
１１：００～

21

22

23

24

おもちゃばこ＆ダンス

手づくりタイム

幼児クラブ（もも）

おもちゃばこ＆えほん

１０：００～１１：４５

１１：００～１１：３０

１０：００～１１：００

１０：００～１１：４５

25
卓球大会 １４：００～

5日（日） 10：00～12：00
こいのぼりのオムレット風に挑戦しよう！
要申し込み 参加費：無料
対 象：5歳児以上20人
持ち物：エプロン・マスク・三角巾・手ふき・お茶

折紙をしよう！
5日（日） 13：30～15：30
元気いっぱい過ごせるように，こいのぼりを折紙
で作ります。
当日受付 参加費：無料
対 象：どなたでも（幼児は親子で）

かんたんクッキングクラブ
（みかん）

１４：１５～１５：３０

26

27

28

29

30

31

プチ生け花体験
出前キッズ号in三白市
９：００～１５：００

おもちゃばこ＆ダンス

休
館
日

１０：００～１１：４５

１０：００～１１：４５

子育て相談（クムレ）

１０：３０～１１：３０

なかよしタイム
８日(水） 11：00～11：30
親子で楽しめるわらべ歌や
パネルシアターなど。
当日受付

一輪車教室
１１日(土） 15：00～16：00
自分の目標をたてて練習をがんばろう！
当日受付 持ち物： お茶・帽子
ある人は一輪車
どなたでも（幼児は親子で）

卓球大会

手作りタイム
２２日(水） 11：00～11：30
牛乳パックでかんたん玩具
作り。
当日受付 先着10組
参加費： 無料
●○ ３月 卓球大会結果表○●
♥おめでとう！！♥

子育て相談
２５日（土）14：00～
当日受付 小学4年生以上
持ち物： お茶・タオル

ファーストサイン

おもちゃばこ＆えほん

２８日(火）10：30～11：30
相談支援員来館。
当日受付

１位
２位
３位

片岡 真那斗くん （緑丘小 ６年）
亀井 政明くん （下津井東小 ６年）
中島 青竜くん （琴浦東小 ５年）
※ 学年は，大会当日のものです。

１０日（金） １３：３０～１４：３０
１９日(日） 10：00～，11：00～
１２日（日） １５：３０～１６：３０
ジェスチャーを使ってのコミュニケーションを親子
色とりどりの花を生けて，生け花の雰囲気を楽しんでみ で一緒にしてみませんか？
よう。
要申し込み 参加費：200円
要申し込み 参加費：３００円
講 師： 清水 順子さん
対 象：どなたでも（幼児は親子で） 各回10組
対 象： ２ヶ月～２歳くらい 各回６組
持ち物：花を切る用のはさみ・水切り用のボール・手ふき
持ち物： 各自飲み物

出前キッズ号ｉｎ三白市
２６日（日） ９：００～１５：００
●○ ４月 オセロ大会結果表○●
♥おめでとう！！♥
１位 折井 星哉くん
（児島小 ４年）
２位 田中 愛美さん （琴浦東小 ６年）
３位 折井 颯真くん
（児島小 １年）

児島７番街にチャレンジゲームや
工作を出前します。
遊びに来てね！

６月の予定
８日（土） 一輪車教室
９日（日） ベビーダンス
１２日（水） なかよしタイム
２３日（日） 出前キッズ号ｉｎ三白市
２６日（水） 手づくりタイム
２９日（土） オセロ大会

