


シは一番にお
釈迦様のも

とへ着いたの
で、挨拶を

しようとしたら
、こっそり背中

に

乗っていたネ
ズミが飛び出

して

来て、一番にな
ってしまいまし

た。

ウ

コは日にちを忘れたので、ネズミに聞くと『1月2日」とうそをつかれました。ウシは歩くのが遅いので、みんなより早く出発します。

ネ

まされたネコ
は次の日に

出かけたの
で、残念なが

ら仲間に入れ
ませんでした

。それ

からねずみ
を見ると追

いかける

ようになりま
したとさ。

だノシシは前だけを見て
走ってしまうので、ゴールを過ぎてしまい、引き返してきたので、最後の１２番目になりました。

イ
のあと、ウマとヒ

ツジが仲良く

ゴール。そして
けんかをしな

がら来たので、
遅くなった、イヌ

とサ

ル。そこで仲裁を
していたニワトリ

が、

サルとイヌの間に
なったそうです。

そ

還 暦 端午の節句

土用の丑の日 酉の市

６０歳で迎える『還暦』は新しく生まれ変わる
という意味で『赤いチャンチャンコ』を着ま
すが、この干支(60年)が一回りしてまた一
から始まるという事で、『赤ちゃん』を意味す
る『赤ちゃんちゃんこ』を着るんだ
そうです。　

『端午』は「月の初めの午の日｣という意味。
それが旧暦で午が５月の別名であることか
ら、５月の行事となり、さらに縁起のよい奇数
が重なる日という考えから、端午の節句を５

月５日に決めました。『菖蒲の節句』と
も言われるそうです。

『二十四節気』では、立春、立夏、立秋、立冬が、それぞれの季節の
始まりで、『土用』とはその前の１８日間のこと。夏の土用には暑さに負け
ないようにするさまざまな風習が生まれた。『丑湯』など。その中でも有名
なのが、『土用の丑の日』に「う」のつく食べ物を食べると暑さ負けしない
と言われた。この言い伝えを発明家の平賀源内が利用して、うなぎを

食べるようになったと言われている。

11月の酉の日に関東各地の
鷲神社で行われる祭りで、開運
招福や商売繁盛を願うもの。大
きな熊手が有名だね。

12番目でギリギリ間に合った
　お話を知ってますか？

ばん　 め　　　　　　　　　　　　  　　ま　　　 　あ

  はなし　  　　し

ぼくはウサギだから４番目。

こんな昔話があるんだよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ばん   め

むかしばなし ぼくはサル

だから9番目。
ばん   め

あい  こと   ば

ぼくの年は

ないんだね〜。

残念！
ざん   ねん

とし

合言葉
みたいね。

子・丑・寅・卯・辰・巳・午・羊・申・酉・戌・亥

怪談や時代劇でこの言葉をよく聞くよ
ね。『丑』は午前2時頃。「一つ」を30分

で現すので、「三つ」というのは、１時から計算
すると午前2時から２時30分。つまり、真夜中
の寝静まった頃のこと。何かが起きそうな予感！！

昼１２時を『正午』というのも、『午の刻』の真ん中という意味なんだね。
『午前』『午後』も『午の刻』の前後だということに気がついた？昔から伝
わってきた言葉の意味を知るのも面白いね。いろいろ調べてみてね。

 かい だん　　　じ   だい げき　　　　　     こと   ば　　                き
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       あらわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 じ　　　　 　けい  さん

　　 　　　　   ご   ぜん　  　じ　　　　　　  　じ　       　ふん　　　　　　　　　　ま　 よ   なか

　　 　ね  しず　　　　　　  ころ　  　　　　　　なに　　　　　お　　　　　　　  　　よ   かん

ひる　　  　  じ　   　　しょう  ご　　　 　　　　　　　　　 　　うま　     こく    　　　ま　  　なか　　　  　　　い　 み

     ご  ぜん　　 　ご    ご　　　　　　うま　　  こく　     　ぜん  ご　　　　　　　　　　　　　　   き　　　　　  　　  　　むかし　  　　つた

　　　　　　　　  　 こと   ば　　　 い   み　　 　し   　　　  　　おも しろ　　　　   　　　　　      　　しら

干支に関する「あれこれ」を集めてみたよ。　　　　
え         と　    　　　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　あつ

干支で学ぼうエト・セトラ
え　　　　と

まな

パワフルキッズ版
ばん

et cetera

今年はイヌ年、来年は○年？君は何年？

干支とは本来は、年・月・日・方角を表すために、古くか
ら中国で使われていたものが日本に伝わり、700年頃からい
ろいろな形に変わって使われているんじゃ。上の昔話のように
よく知られている「えと」は【十二支】のことを指しておるぞ。も
ともとは農業をあらわした言葉じゃったが、動物をあてはめ

て、わかりやすくしたようじゃな。

 え    と　　　　　ほん らい　     　ねん     がっ      ひ      ほう がく　　あらわ　　　　　　     　　ふる

　　ちゅう ごく  　　つか　　　　　　　　　　　　　　　     　　に  ほん　　  つた　　　　　　　　   　　ねん ごろ

　　　　　　 　　かたち  　　か　　　　　　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　  　うえ　　むかしばなし

　        　し　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　じゅう  に    し　　　　　　　　　   　さ

　　　　　　　　   のう ぎょう　　　  　　　　　　　　  　こと   ば     　　　　　　　　　　　どう ぶつ

　中国では、かなり昔か

ら日を数えるのに【十干】、月

を数えるのに【十二支】を使ってい

たそうよ。この二つをあわせて、６０

年の周期で干支を使うようになった

んですって。日本へは仏教と一緒に

伝わり、奈良時代くらいから使わ

れるようになったんだって。

　おもしろいね〜。

　　ちゅうごく　    　　　　　　　　　  　　むかし

       　ひ　     　かぞ　　　　　　　　　　　　 じっ かん     　  つき

        かぞ　　　　　　　　 　　　じゅう  に     し　        　つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　ふた

 ねん  　　しゅう  き　      　え     と     　　つか

　　　　　　　　　　　　　　　 に   ほん　  　　　 　ぶっきょう　　　いっ  しょ

   つた　　　　　　  　な     ら     じ   だい　　　　　　　　　　　　 　つか 
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チベットやタイでは、ウサギ年がネコ年、ベトナム

ではウシ年が水牛年、ウサギ年がネ

コ年なんだって！おもしろいね。
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かし、むか
し、お釈迦

様

が言いま
した。『新

年に

挨拶に来
た順から１

２匹に一年

ずつその
年を守って

もらい、そ

れを【干支
】とする。

』

む

ラは走ってきて、３番目。そのあと、ウサギがゴール！タツとヘビは同時ゴールだったのですが、ヘビが『タツ様、お先にどうぞ！』と譲ったのです。
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　高校野球で有名な甲子園は
６０年の最初にあたる『甲子』
の年にできたので、縁起をかつ
いで甲子園と名づけられたん
だって。
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おいているんじゃ。『子午線』と地図には出
てくるが、これは子と午を結んだ線、つまり、
『南北線』を指しておるんじゃよ。
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「艮：丑寅」は北東を指し、鬼門と呼ばれて、
万事に気をつける方角とされていたんだよ。
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 あい さつ
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き 　　い

ち ねん

　　 　　
　　　　

　とし　　
　まも

　　　　
　   え   

 と

　　　　　はし　　　　　　　　　　　    ばん   め 

     　　　　　　　　　　　　　　  どう   じ
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さま さき　　　　　　　　　　　  　ゆず

ト

ね　　うし　 とら　　う　  たつ　　み　　うま　ひつじ  さる　とり　 いぬ　　い

イノシシで～す。

甲子園

かん       れき たんご　           　せっ      く

ど      よう　　　 　うし         　　ひ
とり　　        いち

こう      し     えん

　高校野球で有名な甲子園は
６０年の最初にあたる『甲子』
の年にできたので、縁起をかつ
いで甲子園と名づけられたん
だって。

　　　 さい　 　むか　           　かん れき　    　あたら      　　う  　　 　　  か

　　　　　      い    み　        　あか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　き

　　　　　　　　　　   え    と　　     　　ねん　  　　ひと まわ　　　　　　　　　　   いち

　　　　 はじ　　　　　　　　　   　こと         　　あか　　　　　　　　 　　い    み 

　　　　   あか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

　　たんご　　　　  　　つき　　   はじ   　　 　　うま　　     ひ　　  　　　　　     い    み

　　　　　　　きゅうれき　　  うま        　　がつ　  　べつ めい

   　　　　がつ　　ぎょう  じ　　　　　　　　　　　　 　　えん  ぎ     　　　　 　　き  すう

　　 かさ　　         ひ　　　　　　  かんが　               　　たんご　    　せっ   く

    がつ　 　か　　 　き　　    　　　      　        しょうぶ       せっ   く

          　い

　　に じゅう  し   せっ   き　　 　　　 　 　りっ しゅん 　りっ   か　　りっ しゅう 　りっ  とう　　　　　　　　　　　　　　  　き  せつ

 はじ　　　　　  　　　　ど   よう　　　　　　　　     　まえ　    　　   　にち かん　　　　　      　なつ　　    ど   よう　　  　　あつ　　         ま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ふうしゅう　　   う　   　　　　　　　　 うし   ゆ　　　　　　　　　　   　なか　　        ゆう めい

　　　　　　　　　   ど   よう　  　うし　    　ひ　　　　　　　　　　　　　　  　た　    　もの　　   た   　　　　 　　あつ   　　ま

　　　 い　　　　　   　　　　　　　  い　　   つた　        　はつ めい  か 　  　ひら   が  げんない　　　り   よう

　　た　　　　　　　　　　　　　　　　   　　   い

　　　 がつ　     とり　    　ひ　　   かん とう  かく   ち

  おおとりじんじゃ　  　おこな              　　まつ　　　　　　 かい  うん

   しょう ふく　  　しょう ばい はん じょう    　ねが　　　　　　　  　おお

　　　　　  くま  で　   　ゆう  めい

　　 こう  こう   や  きゅう　 　ゆう めい　　  こう    し  えん

  　　   ねん　　　さい  しょ　　　　　　　　　     きのえ ね

        とし　　　　　　　　　　　　　  　えん  ぎ

　　　　　こう   し   えん　   　な

真北を「子」として３０度ごとに十二支を
おいているんじゃ。『子午線』と地図には出
てくるが、これは子と午を結んだ線、つまり、
『南北線』を指しておるんじゃよ。

  ま   きた        　　ね　　　　　　　　　　　   　ど　　  　　　　 じゅう  に    し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し    ご  せん　      　ち    ず   　　　    で

    　　　　　　　　　　　 　　　ねずみ　 　うま　  　むす　         　せん

　 なん ぼく せん       　　さ

「艮：丑寅」は北東を指し、鬼門と呼ばれて、
万事に気をつける方角とされていたんだよ。

　　　　　　 うし   とら　　　　　　ほく    とう　　        さ　　　　　 　き     もん　      　よ

ばん     じ　　　　　き　　　　　　　　　　　　 　ほう    がく

時 刻

方 位

じ　　 こく

ほう       い

十二支は時刻や方位も
　あらわしておるぞ。

じゅう   に      し　　　　　じ　  こく　      　ほう     い

     ことし　　　 　　　　　　　　　　  どし　　　　   らい     ねん  　　    　　　　   どし　  　　 　きみ　　    　　なに     どし



お年玉の使いみち、

　こづかい帳をつけてみよう

　　　つか

ちょう

とし　　　  だま

　10月14日（日）、子どもセンターが真備公民館で真備
町のお友達とバルーンアートを楽しんだよ。被災した真備
町のお友達が元気になるように、ボランティアのみんなも
一生懸命がんばり、楽しい時間を過ごせたよ。また、真備町
のお友達とバルーンアー
トを楽しみたいな。

　10月21日（日）、ライフパーク倉敷であった緑化フェア
に、子どもセンターもバルーンで参加。
　会場いっぱいのお友達といっしょに、バルーンで花や犬
や色々なものをたくさ
ん作ったよ。みんな、と
ても上手にできてた
ね。とっても楽しかっ
た。また会おうね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　     ま    きび   こう  みん かん　 　　ま     び

ちょう          　　とも  だち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　たの　　　　　　　　　　　   ひ   さい           　　ま     び

ちょう　　　　 　とも  だち   　　げん   き

 いっ しょう けん めい　　　　　　　　　   　たの　        　　じ    かん　    　す　　　　　　　　　　　　　　　　    　ま     び  ちょう

　　　　　 とも  だち

             たの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くら  しき　　　　　　　　　　りょっ  か

　　　　 こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　さん   か

　　　かい じょう　　　　　　　　　　　　 　　　とも  だち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　はな　   　いぬ

        いろ  いろ　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　 つく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　　　じょう   ず

　　　　　　　　　　　　　  たの　　　　　　　

　　　　　　　　　あ

と き：1月12日（土）13：30～14：30　ところ：倉敷友の家（倉敷市上富井522-65）
募 集：小学4～6年生とその保護者10組　参加費：500円（こづかい帳を含む）
申し込み：倉敷友の会 086-427-3541・090-4107-3541（松本）

おもしろ十二支のえほん紹介
しょう     かいじゅう　　 に           し

おもわず笑っちゃう！うんうん、なるほど～
そして、ちょっぴりこわ～い…本の紹介

わら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほん   　　しょう かい

　丑三つ時、真夜中にやってくるのは
…?真夜中のふみきり番の話など、背
すじがゾーッとするようなこわいお
話を、どうぞ存分にご賞
味くださいませ。なお、
誠に勝手ながら、心臓
のお弱い方はご遠慮
いただいたほうがよ
ろしいかと…。

　「正月の朝、御殿にく
るように…。」神様のこ
んな話から始まるお馴
染みのお話。動物達の
順番はどうやってき
まったの？猫はどうし
て入っていないの？読
めばなるほど！と思わず
納得。

　毎年お正月に欠
かせない、十二支
の動物たちの愉快
なことわざをユー
モアたっぷりに紹
介します。さあ、み
んな自分の「えと」
のことわざを覚え
られるかな？

　うまはおいしいもの
がだいすき。むしゃむ
しゃたべて、こう言う
の。「うまっ」…。十二支
をだじゃれで紹介する
おもしろ絵本。十二支
が、楽しみながら覚えら
れます。

　十五夜のお月さまに
見せる出し物が、動物
たちの間で決まる中、
イノシシだけ決まりま
せん。やがてイノシシ
は、兄弟で相撲をとろ
うと思いつきます―
―。十二支の「イノシ
シ」の昔話。

佼成出版社

世界文化社
教育画劇

教育画劇

童心社

ま び・キ ッ ズ チ ャ レ ン ジ 倉 敷 市 緑 化 フ ェ ア
く ら        し き         し        り ょ っ       か

みんなはお正月にどれくらいお年玉をもらったかな？ 何に使う？おもちゃかな、それとも貯金する？
お金の大切さを知るために、こづかい帳のつけかたを勉強してみよう！

　　　　　　　　　　　　 しょう がつ　　　　　　　　　　　　　　  　　とし  だま　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　なに  　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ちょ  きん

        かね   　　たい  せつ　           　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょう　　　　　　　　　　　　　　　べんきょう

こうざ・もよおしもの名
「パワフルキッズ」では、次のことをお知らせします。

このマークが
ついていると、
親子で参加で
きるんじゃ。

①いつ（日時）②どこで（実施場所）③どんなことを（活
動内容）④さんかできるひと（対象）⑤さんかひ（費用）
⑥れんらくさき（申込方法）

イベント
スケジュール
イベント

スケジュール

おはなしカレンダー ①休館日を除く毎日
16:00～16:15 ②中央図書館℡425-6030

おはなしのへや ①休館日を除く毎日11:00
～11:15  ②船穂図書館℡552-9300

おはなしひろば ①休館日を除く毎日16:30～
16：45/土・日・祝日は14:30～ ②児島図書館℡472-4847

こどものひろば ①休館日を除く毎日11:00
～11:15 ②玉島図書館℡526-6011

ポケットタイムえほんのじかん ①休館日を除く
毎日11:00～11:15 ②水島図書館℡446-6918

おはなしの会 ①休館日を除く毎日11:00～、16:00～ 
②真備図書館おはなしの部屋 ⑥真備図書館℡698-9393

おはなしタイム ①休館日を除く火～金は10：30～、土・日は14：
30～（但し他のおはなしの行事がある日を除く） ②ライフパーク倉敷
図書室おはなしコーナー ⑥ライフパーク倉敷図書室℡454-0015

絵本の読み聞かせ,紙芝居などをします。
どなたでもどうぞ。無料

えほんとわらべうた
①1/10，2/14，3/14（木）10:30～11:15 ②児島図書館 
③「りんごの木」のメンバーとわらべうたで遊びます ④乳幼児
と保護者 ⑤無料 ⑥児島図書館℡472-4847

えほんのへや
①1/5，2/2，3/2（土）10:30～11:15 ②児島図書館 ③「り
んごの木」のメンバーによる絵本の読み聞かせやわらべうたな
ど ④どなたでも ⑤無料 ⑥児島図書館℡472-4847

めるへんのへや
①1/5，2/2，3/2（土）14:30～15:15 ②児島図書館 ③「め
るへんこじま」のメンバーによる絵本の読み聞かせや工作など 
④どなたでも ⑤無料 ⑥児島図書館℡472-4847

わくわく実験室
①12/2２（土）13:00～15:00 ②倉敷科
学センター　実験実習室 ③音を作って遊
ぼう！ ④どなたでも（小学校３年生以下は保
護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡
454-0300（当日受付）

子どもの本の玉手箱
①1/5(土)～なくなるまで ②中央図
書館こどもしつ ③年齢やテーマごと
に選んだおすすめの子どもの本を，玉
手箱スタイルにラッピングして貸し出
しします。 ④赤ちゃんから小学生ま
で １００セット ⑤無料 ⑥中央図書館
℡425-6030

くにおじいちゃんのかみしばい
①12/22，1/26，3/23（土）10:30～11:00 
②児島図書館 ③ボランティアの原邦夫さんが，
いろいろな紙芝居をします ④ど
なたでも ⑤無料 ⑥児島図書館
℡472-4847

ワイド版こどものひろば
①1/12（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「えとのおはなし」のまき。工作もするよ！ ④どなたで
も ⑤無料 ⑥玉島図書館℡526-6011

学芸員研究紹介-地学-
①1/6（日）14:00～15:00 ②自然史博物館講義室 ③岡山
県の化石についてスライドで紹介します ④どなたでも ⑤無
料 ⑥自然史博物館℡425-6037（当日受付）

ポケットタイムＳＰ「ししまい」
①1/12（土）11:00～11:30 ②
水島図書館 こどもしつ ③身近な
材料で「ししまい」を作ります ④ど
なたでも ⑤無料 ⑥水島図書館℡
446-6918

おもちゃバンク
①12/23（日・祝）,1/20,3/24（日）
10:00～11:30 ②倉敷児童館 ③おも
ちゃの交換をしませんか。使わなくなっ
たおもちゃや本を持ってきてね。持参，持
ち帰りのみもOK ④どなたでも（幼児は
保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷児童館℡
429-1791（当日受付）

まつぼっくりツリーを作ろう
①12/23(日・祝)14:00～15:00 ②水島
児童館 ③まつぼっくりに色をぬって,オリジ
ナルのミニツリーを作ろう ④どなたでも(幼
児は保護者同伴) ⑤無料 ⑥水島児童館℡
448-0650（当日受付）

クリスマスのおはなし会
①12/25（火）11:00～11:40 ②水島図
書館 読書室 ③クリスマスに関する大型絵
本や紙芝居を楽しみます ④どなたでも ⑤
無料 ⑥水島図書館℡446-6918

ようこそおはなしのせかいへ～クリスマス編
①12/26（水）14:30～15:30 
②児島図書館 ③「たんぽぽ」の
メンバーによる絵本の読み聞か
せや紙芝居、工作など ④どなた
でも ⑤無料 ⑥児島図書館℡
472-4847

クリスマスフラワーアレンジメント
①12/23(日・祝)13:30～14:30 ②
児島児童館 ③クリスマスのアレンジメ
ントに挑戦してみよう！ ④どなたでも
（幼児は親子で） ⑤500円 ⑥児島児
童館℡473-2844(要申込11/24
～先着順)

オセロ大会
①1/5,2/2,3/2(土)14:00～ ②水島児童館 ③トーナメント
戦を行います。優勝目指して，チャレンジしてみよう！ ④オセロ
のルールが分かる人 ⑤無料 ⑥水島児童館℡448-0650
（当日受付）

オセロ大会
①12/23（日・祝）15:00～16:30 ②倉敷
北児童センター ③勝負は最後まで分から
ないドキドキのオセロゲーム。友達を誘って
参加しよう ④ルールが分かる人 ⑤無料 ⑥
倉敷北児童センター℡422-6539（当日
受付）

おりがみひろば
①1/12，2/9，3/9（土）14:30～
15:00 ②児島図書館 ③季節にちなんだ
おりがみを折ります ④幼児・小学生と保護
者 ⑤無料 ⑥児島図書館℡472-4847

季節をたのしむおはなし会
①12/22，1/26，3/23(土)14：30～
15：00 ②中央図書館こどもしつ おとぎ
のへや ③あおぞら読み語りの会による，絵
本の読み聞かせを楽しみます ④どなたで
も ⑤無料 ⑥中央図書館℡425-6030

おはなしひろばスペシャル
①12/22，1/26，3/23（土）14:30～15:00 ②児島図書館 
③大型絵本の読み聞かせや大型紙芝居，パネルシアターなど 
④どなたでも ⑤無料 ⑥児島図書館℡472-4847

おはなしあのね
①1/5,2/2 ,3/9（土）13:30～
14:00 ②倉敷児童館 ③本との出会い
を大切に。選りすぐりの絵本や紙芝居
の読み聞かせがあります ④どなたで
も（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷
児童館℡429-1791（当日受付）

カプラであそぼう
①1/6,2/3（日）10:00～11:30 ②倉敷児童館 ③魔法の
板，カプラをつみ上げたり，組み合わせたりしてあそぼう ④ど
なたでも（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷児童館℡429-
1791（当日受付）

昔遊びと七草がゆ
①1/6(日)10:00～12:00 ②水島児童館 ③こま・たこあげ・
お手玉などの昔遊びをして，七草がゆを食べよう ④どなたで
も(幼児は保護者同伴) ⑤無料 ⑥水島児童館℡448-0650
(当日受付,七草がゆは先着順）

昔あそびと七草がゆ
①1/6(日)10:00～11:30 ②児島児童
館 ③昔遊びを楽しんだ後、元気に過ごせる
よう祈って七草がゆを食べるよ ④どなた
でも（幼児は親子で） ⑤無料 ⑥児島児童
館℡473-2844(当日受付)

ちょこっとおりがみタイム
①毎週土曜日10：30～11：00（2/23を
除く） ②ライフパーク倉敷 図書室 ③５～１
０回でおれる簡単だけど、すてきなおりが
みをおろうよ ④どなたでも（小学校３年生
以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥ライフパー
ク倉敷図書室℡454-0015

ポケットタイムかみしばいのじかん
①1/5，2/2，3/2（土）11:00～11:15 ②水島図書館 こども
しつ ③日本生まれの紙芝居の上演をします ④どなたでも ⑤
無料 ⑥水島図書館℡446-6918

英語で楽しむおはなし会
①1/12，2/2，3/2(土)16:00～
16:30 ②中央図書館こどもしつ ③メ
リー・バス・ライド倉敷による，英語のお
はなし会を楽しみます ④どなたでも ⑤
無料 ⑥中央図書館℡425-6030

おはなしの会
①1/12，2/9，3/9(土)14：30～15：00 ②中央図書館こど
もしつ おとぎのへや ③倉敷市文庫交流会による，絵本の読み
聞かせを楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030

特別陳列「新着資料展2018＜総合＞」
①12/22（土）～2/24（日）9:00～
17:15 ②自然史博物館特別展示室 
③最近，博物館に受け入れた標本等を
展示紹介します ④どなたでも ⑤有料
（観覧料一般150円，大学生50円），無
料（高校生以下と65歳以上） ⑥自然史
博物館℡425-6037

どうわと絵本のおくりもの
①1/5，2/2，3/2(土)14:30～15:00 ②中央図書館こども
しつ おとぎのへや ③くらしきどうわを読む会による，絵本の読
み聞かせを楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030

わくわく工作室
①1/1２（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 工作室 
③むくむくびっくりコップ ④どなたでも（小学校３年生以下は
保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300（当
日受付）



お年玉の使いみち、

　こづかい帳をつけてみよう

　　　つか

ちょう

とし　　　  だま

　10月14日（日）、子どもセンターが真備公民館で真備
町のお友達とバルーンアートを楽しんだよ。被災した真備
町のお友達が元気になるように、ボランティアのみんなも
一生懸命がんばり、楽しい時間を過ごせたよ。また、真備町
のお友達とバルーンアー
トを楽しみたいな。

　10月21日（日）、ライフパーク倉敷であった緑化フェア
に、子どもセンターもバルーンで参加。
　会場いっぱいのお友達といっしょに、バルーンで花や犬
や色々なものをたくさ
ん作ったよ。みんな、と
ても上手にできてた
ね。とっても楽しかっ
た。また会おうね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　     ま    きび   こう  みん かん　 　　ま     び

ちょう          　　とも  だち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　たの　　　　　　　　　　　   ひ   さい           　　ま     び

ちょう　　　　 　とも  だち   　　げん   き

 いっ しょう けん めい　　　　　　　　　   　たの　        　　じ    かん　    　す　　　　　　　　　　　　　　　　    　ま     び  ちょう

　　　　　 とも  だち

             たの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くら  しき　　　　　　　　　　りょっ  か

　　　　 こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　さん   か

　　　かい じょう　　　　　　　　　　　　 　　　とも  だち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　はな　   　いぬ

        いろ  いろ　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　 つく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　　　じょう   ず

　　　　　　　　　　　　　  たの　　　　　　　

　　　　　　　　　あ

と き：1月12日（土）13：30～14：30　ところ：倉敷友の家（倉敷市上富井522-65）
募 集：小学4～6年生とその保護者10組　参加費：500円（こづかい帳を含む）
申し込み：倉敷友の会 086-427-3541・090-4107-3541（松本）

おもしろ十二支のえほん紹介
しょう     かいじゅう　　 に           し

おもわず笑っちゃう！うんうん、なるほど～
そして、ちょっぴりこわ～い…本の紹介

わら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほん   　　しょう かい

　丑三つ時、真夜中にやってくるのは
…?真夜中のふみきり番の話など、背
すじがゾーッとするようなこわいお
話を、どうぞ存分にご賞
味くださいませ。なお、
誠に勝手ながら、心臓
のお弱い方はご遠慮
いただいたほうがよ
ろしいかと…。

　「正月の朝、御殿にく
るように…。」神様のこ
んな話から始まるお馴
染みのお話。動物達の
順番はどうやってき
まったの？猫はどうし
て入っていないの？読
めばなるほど！と思わず
納得。

　毎年お正月に欠
かせない、十二支
の動物たちの愉快
なことわざをユー
モアたっぷりに紹
介します。さあ、み
んな自分の「えと」
のことわざを覚え
られるかな？

　うまはおいしいもの
がだいすき。むしゃむ
しゃたべて、こう言う
の。「うまっ」…。十二支
をだじゃれで紹介する
おもしろ絵本。十二支
が、楽しみながら覚えら
れます。

　十五夜のお月さまに
見せる出し物が、動物
たちの間で決まる中、
イノシシだけ決まりま
せん。やがてイノシシ
は、兄弟で相撲をとろ
うと思いつきます―
―。十二支の「イノシ
シ」の昔話。

佼成出版社

世界文化社
教育画劇

教育画劇

童心社

ま び・キ ッ ズ チ ャ レ ン ジ 倉 敷 市 緑 化 フ ェ ア
く ら        し き         し        り ょ っ       か

みんなはお正月にどれくらいお年玉をもらったかな？ 何に使う？おもちゃかな、それとも貯金する？
お金の大切さを知るために、こづかい帳のつけかたを勉強してみよう！

　　　　　　　　　　　　 しょう がつ　　　　　　　　　　　　　　  　　とし  だま　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　なに  　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ちょ  きん

        かね   　　たい  せつ　           　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょう　　　　　　　　　　　　　　　べんきょう

こうざ・もよおしもの名
「パワフルキッズ」では、次のことをお知らせします。

このマークが
ついていると、
親子で参加で
きるんじゃ。

①いつ（日時）②どこで（実施場所）③どんなことを（活
動内容）④さんかできるひと（対象）⑤さんかひ（費用）
⑥れんらくさき（申込方法）

イベント
スケジュール
イベント

スケジュール

おはなしカレンダー ①休館日を除く毎日
16:00～16:15 ②中央図書館℡425-6030

おはなしのへや ①休館日を除く毎日11:00
～11:15  ②船穂図書館℡552-9300

おはなしひろば ①休館日を除く毎日16:30～
16：45/土・日・祝日は14:30～ ②児島図書館℡472-4847

こどものひろば ①休館日を除く毎日11:00
～11:15 ②玉島図書館℡526-6011

ポケットタイムえほんのじかん ①休館日を除く
毎日11:00～11:15 ②水島図書館℡446-6918

おはなしの会 ①休館日を除く毎日11:00～、16:00～ 
②真備図書館おはなしの部屋 ⑥真備図書館℡698-9393

おはなしタイム ①休館日を除く火～金は10：30～、土・日は14：
30～（但し他のおはなしの行事がある日を除く） ②ライフパーク倉敷
図書室おはなしコーナー ⑥ライフパーク倉敷図書室℡454-0015

絵本の読み聞かせ,紙芝居などをします。
どなたでもどうぞ。無料

えほんとわらべうた
①1/10，2/14，3/14（木）10:30～11:15 ②児島図書館 
③「りんごの木」のメンバーとわらべうたで遊びます ④乳幼児
と保護者 ⑤無料 ⑥児島図書館℡472-4847

えほんのへや
①1/5，2/2，3/2（土）10:30～11:15 ②児島図書館 ③「り
んごの木」のメンバーによる絵本の読み聞かせやわらべうたな
ど ④どなたでも ⑤無料 ⑥児島図書館℡472-4847

めるへんのへや
①1/5，2/2，3/2（土）14:30～15:15 ②児島図書館 ③「め
るへんこじま」のメンバーによる絵本の読み聞かせや工作など 
④どなたでも ⑤無料 ⑥児島図書館℡472-4847

わくわく実験室
①12/2２（土）13:00～15:00 ②倉敷科
学センター　実験実習室 ③音を作って遊
ぼう！ ④どなたでも（小学校３年生以下は保
護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡
454-0300（当日受付）

子どもの本の玉手箱
①1/5(土)～なくなるまで ②中央図
書館こどもしつ ③年齢やテーマごと
に選んだおすすめの子どもの本を，玉
手箱スタイルにラッピングして貸し出
しします。 ④赤ちゃんから小学生ま
で １００セット ⑤無料 ⑥中央図書館
℡425-6030

くにおじいちゃんのかみしばい
①12/22，1/26，3/23（土）10:30～11:00 
②児島図書館 ③ボランティアの原邦夫さんが，
いろいろな紙芝居をします ④ど
なたでも ⑤無料 ⑥児島図書館
℡472-4847

ワイド版こどものひろば
①1/12（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「えとのおはなし」のまき。工作もするよ！ ④どなたで
も ⑤無料 ⑥玉島図書館℡526-6011

学芸員研究紹介-地学-
①1/6（日）14:00～15:00 ②自然史博物館講義室 ③岡山
県の化石についてスライドで紹介します ④どなたでも ⑤無
料 ⑥自然史博物館℡425-6037（当日受付）

ポケットタイムＳＰ「ししまい」
①1/12（土）11:00～11:30 ②
水島図書館 こどもしつ ③身近な
材料で「ししまい」を作ります ④ど
なたでも ⑤無料 ⑥水島図書館℡
446-6918

おもちゃバンク
①12/23（日・祝）,1/20,3/24（日）
10:00～11:30 ②倉敷児童館 ③おも
ちゃの交換をしませんか。使わなくなっ
たおもちゃや本を持ってきてね。持参，持
ち帰りのみもOK ④どなたでも（幼児は
保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷児童館℡
429-1791（当日受付）

まつぼっくりツリーを作ろう
①12/23(日・祝)14:00～15:00 ②水島
児童館 ③まつぼっくりに色をぬって,オリジ
ナルのミニツリーを作ろう ④どなたでも(幼
児は保護者同伴) ⑤無料 ⑥水島児童館℡
448-0650（当日受付）

クリスマスのおはなし会
①12/25（火）11:00～11:40 ②水島図
書館 読書室 ③クリスマスに関する大型絵
本や紙芝居を楽しみます ④どなたでも ⑤
無料 ⑥水島図書館℡446-6918

ようこそおはなしのせかいへ～クリスマス編
①12/26（水）14:30～15:30 
②児島図書館 ③「たんぽぽ」の
メンバーによる絵本の読み聞か
せや紙芝居、工作など ④どなた
でも ⑤無料 ⑥児島図書館℡
472-4847

クリスマスフラワーアレンジメント
①12/23(日・祝)13:30～14:30 ②
児島児童館 ③クリスマスのアレンジメ
ントに挑戦してみよう！ ④どなたでも
（幼児は親子で） ⑤500円 ⑥児島児
童館℡473-2844(要申込11/24
～先着順)

オセロ大会
①1/5,2/2,3/2(土)14:00～ ②水島児童館 ③トーナメント
戦を行います。優勝目指して，チャレンジしてみよう！ ④オセロ
のルールが分かる人 ⑤無料 ⑥水島児童館℡448-0650
（当日受付）

オセロ大会
①12/23（日・祝）15:00～16:30 ②倉敷
北児童センター ③勝負は最後まで分から
ないドキドキのオセロゲーム。友達を誘って
参加しよう ④ルールが分かる人 ⑤無料 ⑥
倉敷北児童センター℡422-6539（当日
受付）

おりがみひろば
①1/12，2/9，3/9（土）14:30～
15:00 ②児島図書館 ③季節にちなんだ
おりがみを折ります ④幼児・小学生と保護
者 ⑤無料 ⑥児島図書館℡472-4847

季節をたのしむおはなし会
①12/22，1/26，3/23(土)14：30～
15：00 ②中央図書館こどもしつ おとぎ
のへや ③あおぞら読み語りの会による，絵
本の読み聞かせを楽しみます ④どなたで
も ⑤無料 ⑥中央図書館℡425-6030

おはなしひろばスペシャル
①12/22，1/26，3/23（土）14:30～15:00 ②児島図書館 
③大型絵本の読み聞かせや大型紙芝居，パネルシアターなど 
④どなたでも ⑤無料 ⑥児島図書館℡472-4847

おはなしあのね
①1/5,2/2 ,3/9（土）13:30～
14:00 ②倉敷児童館 ③本との出会い
を大切に。選りすぐりの絵本や紙芝居
の読み聞かせがあります ④どなたで
も（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷
児童館℡429-1791（当日受付）

カプラであそぼう
①1/6,2/3（日）10:00～11:30 ②倉敷児童館 ③魔法の
板，カプラをつみ上げたり，組み合わせたりしてあそぼう ④ど
なたでも（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷児童館℡429-
1791（当日受付）

昔遊びと七草がゆ
①1/6(日)10:00～12:00 ②水島児童館 ③こま・たこあげ・
お手玉などの昔遊びをして，七草がゆを食べよう ④どなたで
も(幼児は保護者同伴) ⑤無料 ⑥水島児童館℡448-0650
(当日受付,七草がゆは先着順）

昔あそびと七草がゆ
①1/6(日)10:00～11:30 ②児島児童
館 ③昔遊びを楽しんだ後、元気に過ごせる
よう祈って七草がゆを食べるよ ④どなた
でも（幼児は親子で） ⑤無料 ⑥児島児童
館℡473-2844(当日受付)

ちょこっとおりがみタイム
①毎週土曜日10：30～11：00（2/23を
除く） ②ライフパーク倉敷 図書室 ③５～１
０回でおれる簡単だけど、すてきなおりが
みをおろうよ ④どなたでも（小学校３年生
以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥ライフパー
ク倉敷図書室℡454-0015

ポケットタイムかみしばいのじかん
①1/5，2/2，3/2（土）11:00～11:15 ②水島図書館 こども
しつ ③日本生まれの紙芝居の上演をします ④どなたでも ⑤
無料 ⑥水島図書館℡446-6918

英語で楽しむおはなし会
①1/12，2/2，3/2(土)16:00～
16:30 ②中央図書館こどもしつ ③メ
リー・バス・ライド倉敷による，英語のお
はなし会を楽しみます ④どなたでも ⑤
無料 ⑥中央図書館℡425-6030

おはなしの会
①1/12，2/9，3/9(土)14：30～15：00 ②中央図書館こど
もしつ おとぎのへや ③倉敷市文庫交流会による，絵本の読み
聞かせを楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030

特別陳列「新着資料展2018＜総合＞」
①12/22（土）～2/24（日）9:00～
17:15 ②自然史博物館特別展示室 
③最近，博物館に受け入れた標本等を
展示紹介します ④どなたでも ⑤有料
（観覧料一般150円，大学生50円），無
料（高校生以下と65歳以上） ⑥自然史
博物館℡425-6037

どうわと絵本のおくりもの
①1/5，2/2，3/2(土)14:30～15:00 ②中央図書館こども
しつ おとぎのへや ③くらしきどうわを読む会による，絵本の読
み聞かせを楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030

わくわく工作室
①1/1２（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 工作室 
③むくむくびっくりコップ ④どなたでも（小学校３年生以下は
保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300（当
日受付）



ここに掲載のイベントは一部のものです。まだまだ楽しいものがたくさんあります。知りたい方は各施設にお問い合わせくださるか、子どもセンターのHPをご覧ください。

歌と絵本でABC
①1/16，2/20（水）15：00～
15：50 ②倉敷児童館 ③ユニーク
なしかけ絵本も紹介してくれるよ。
親子で楽しく英語に親しもう ④先
着20組（幼児は保護者同伴） ⑤無
料 ⑥倉敷児童館℡429-1791
（当日受付）

ポケットタイム0・1・2
①1/18，2/15，3/15（金）10:30～11:00 ②水島図書館 
こどもしつ ③乳児から，親子で参加できるおはなし会。絵本の
読み聞かせ，わらべうたなど ④どなたでも ⑤無料 ⑥水島図書
館℡446-6918

わくわく実験室
①1/26（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 実験実習
室 ③静電気パワーで大実験 ④どなたでも（小学校３年生以下
は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300
（当日受付）

わくわく実験室
①２/23（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 実験
実習室 ③熱してみるとあらふしぎ！ ④どなたでも（小学校３
年生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡
454-0300（当日受付）

わくわく実験室
①３/23（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター  実験実
習室 ③えっ！魔法のふりこ ④どなたでも（小学校３年生以下は
保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300（当
日受付）

豆まきとトン汁会
①2/3(日)10:30～12:00 ②水島児童館 
③豆まきごっこで鬼退治！トン汁を食べて，
寒さを吹き飛ばそう！ ④どなたでも(幼児
は保護者同伴) ⑤実費 ⑥水島児童館℡
448-0650(要申込1/4～先着順）

オセロ大会
①2/17(日)14:00～ ②児島児童館 ③オセロの勝負を楽し
もう！ ④どなたでも（幼児は親子で） ⑤無料 ⑥児島児童館℡
473-2844(当日受付)

ワイド版こどものひろば
①2/9（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「おかしのおはなし」のまき。工作もするよ！ ④どなた
でも ⑤無料 ⑥玉島図書館℡526-6011

ワイド版こどものひろば
①3/9（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「かぞくのおはなし」のまき。工作もするよ！ ④どなた
でも ⑤無料 ⑥玉島図書館℡526-6011

学芸員研究紹介-植物-
①2/24（日）14:00～15:000 ②自然史博物館講義室 ③
岡山県に分布する野生植物についてお話しします ④どなたで
も ⑤無料 ⑥自然史博物館℡425-6037（当日受付）

学芸員研究紹介-動物-
①3/9（土）10:00～11:30 ②自然史博物館講義室 ③岡山
県の野鳥についておはなしします ④どなたでも ⑤無料 ⑥自
然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

おはなしぽんっ！ストーリーテリング
①1/27，3/24（日）14:30～15:00 ②船穂図書館児童コー
ナー ③ストーリーテリングや詩の朗読などを楽しみます ④5
才以上 ⑤無料 ⑥船穂図書館℡552-9300（申込不要）

将棋入門・大会
①1/19,2/16,3/16(土)13:30～
16:00 ②玉島児童館 ③初心者向け
の入門教室と大会です ④小学生以
上。先着25名 ⑤無料 ⑥玉島児童館
℡526-3400（１カ月前から来館に
て申し込み。先着順）

おはなしのへや～紙芝居の巻～
①2/6（水）11:00～11:30 ②船穂図書館児
童コーナー ③いろいろな紙芝居
を楽しみます ④どなたでも ⑤無
料 ⑥船穂図書館℡552-9300
（申込不要）

やよいまつり
①2/17(日)10：00～11：30 ②倉敷児童館 ③春のお祭りで
す。クラブ紹介や子どもたちが企画したあそびのコーナーが
あります ④どなたでも（幼児は保護者同伴）120名 ⑤無料 
⑥倉敷児童館TEL429-1791（1ヶ月前～受付開始）

バレンタイン工作
ゆらゆらハートのメッセージカード
①2/9（土）15:00～15：30 ②ライフ
パーク倉敷　図書室 ③バレンタインの
メッセージを伝える、ハートのカードをつ
くろう！ ④先着１０組（小学校３年生以下
は保護者同伴） ⑤無料 ⑥ライフパーク倉
敷図書室℡454-0015（要申込１/5～）

むしむし探検隊研究発表会＆
学芸員研究紹介-昆虫-
①3/21（木・祝）時間未定 ②自然史博物館講義室 ③小５～高
３のむしむし探検隊の隊員と昆虫担当学芸員が今年度の研究
や活動の成果を発表します ④どなたでも ⑤無料 ⑥自然史博
物館℡425-6037（当日受付）

マスキングテープでラッピング☆
手作りキャンドルをバレンタインに贈ろう
①2/11（月・祝）10:00～12:00 ②クルクル
センター ③廃食油からキャンドルを作り，マス
キングテープでデコレーションします。メッセー
ジカードも作ります ④どなたでも 15名（小3
以下は保護者同伴） ⑤300円 ⑥クルクルセン
ター℡470-6681（要申込：1/26（土）締切）

桃太郎の張り子面＆土人形絵付け体験
①1/26（土）10:30～12:00 ②水島
図書館 読書室 ③桃太郎の張り子面ま
たは土人形のどちらかを選んで絵付け
をします ④5歳以上（幼児は保護者同
伴） ⑤材料代実費 ⑥水島図書館℡
446-6918（要申込1/5～先着順）

特別陳列「新着資料展＜昆虫＞」
①3/9（土）～4/7（日）9:00～17:15 ②自然史博物館特別
展示室 ③最近，博物館に受け入れた昆虫コレクションを展示紹
介します ④どなたでも ⑤有料（観覧料一般150円，大学生50
円），無料（高校生以下と65歳以上） ⑥自然史博物館℡425-
6037

おりがみのへや
①1/19，2/16，3/16（土）14：30
～15：00 ②船穂図書館児童コー
ナー ③おりがみを折って楽しみま
す ④3才以上 ⑤無料 ⑥船穂図書
館℡552-9301（申込不要）

オセロタイム
①1/19，2/9 ，3/16（土）15:00～16:00 ②倉敷児童館 
③時間内で，いろいろな年齢の人と対戦してみよう ④ルール
がわかる人（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷児童館℡
429-1791（当日受付）

囲碁・将棋入門
①1/19,2/16,3/16(土)15:00
～ ②児島児童館 ③囲碁・将棋に興
味がある人集まれ！ ④どなたでも
（幼児は親子で） ⑤無料 ⑥児島児
童館℡473-2844(当日受付)

おはなしいっぱい
ストーリーテリング
①1/19，2/16，3/16(土)14：30
～15：00 ②中央図書館こどもしつ 
おとぎのへや ③倉敷ストーリーテリ
ングを楽しむ会が語る素話を楽しみ
ます ④5歳以上 ⑤無料 ⑥中央図
書館℡425-6030

ねえ，おはなしして～ストーリーテリング
①1/26,3/23（土）14:30～15:00 ②水島図書館　こども
しつ ③昔話や愉快なお話などの語りを楽しもう。語りは倉敷
ストーリーテリングを楽しむ会 ④5歳以上 ⑤無料 ⑥水島図書
館℡446-6918

とんどまつり
①1/13（日・祝）11:00～12:00 ②児島児童館 ③お飾りや
書初めをお焚きあげして無病息災を願いましょう ④どなたで
も（幼児は親子で） ⑤無料 ⑥児島児童館℡473-2844(要申
込12/13～先着順)

ポケットタイムＳＰ「おひなさま」
①2/9（土）11:00～11:30 ②水島図書館 こどもしつ ③身
近な材料で「おひなさま」を作ります ④どなたでも ⑤無料 ⑥
水島図書館℡446-6918

ポケットタイムＳＰ「はらぺこあおむし」
①3/9（土）11:00～11:30 ②水島図
書館 こどもしつ ③身近な材料で「はら
ぺこあおむし」を作ります ④どなたでも 
⑤無料 ⑥水島図書館℡446-6918

２分の１成人式
①1/20(日）10:00～12:00 ②児
島児童館 ③20歳の半分の10歳に
なったお祝いの会をします ④小学生
4年生。25人 ⑤無料 ⑥児島児童館
℡473-2844(要申込12/20～先
着順)

ひなまつり工作
①3/1（金），3/3（日）10：00～11：
30 ②倉敷児童館 ③おひなさま作り
に挑戦！児童館に飾っているおひなさ
まも見に来てね。 ④どなたでも（幼児
は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷児童
館TEL429-1791（当日受付）

地学教室 サファイアの研磨
①1/20（日）10:00～11:00，14:00～15:00 ②自然史博
物館講義室 ③富山県南栃市利賀村の片麻岩中のサファイア
（コランダム）を研磨します ④どなたでも（定員午前，午後各
15名，小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥自然史博物館℡
425-6037（1/6～1/16に申込）

おもちゃの病院
①1/20（日）10：00～13：30(受付終了) ②
倉敷児童館 ③壊れたおもちゃを、おもちゃの
お医者さんに直してもらおう。1人
一点のみ。大人のみの持参不可 ④
どなたでも（幼児は保護者同伴） 
⑤修理部品代のみ実費 ⑥倉敷児
童館℡429-1791（当日受付）

おもちゃの病院
①3/10(日)10:00～15:00(受付は13:30まで) ②水島児
童館 ③壊れたおもちゃをおもちゃドクターに直してもらおう。 
④どなたでも(幼児は保護者同伴・大人のみの持ち込みは不可) 
⑤部品修理代実費 ⑥水島児童館℡448-0650（当日受付）

英語リズムであそぼう
①3/23（土）10:30～11:00 ②船穂図書館児童コーナー 
③英語の歌やパネルシアターを使って楽しく英語を学びます 
④どなたでも ⑤無料 ⑥船穂図書館℡552-9300（要申込
3/5～）もくもくのおはなし

①1/24,3/28（木）10:30～10：50 ②
ライフパーク倉敷　図書室 ③絵本や紙
芝居の読み聞かせや手遊びなどを楽しも
う ④どなたでも（小学校３年生以下は保
護者同伴） ⑤無料 ⑥ライフパーク倉敷図
書室℡454-0015

昔遊び入門
①2/17(日）10:00～11:30 ②倉敷北児童センター ③地
域の人たちと一緒に昔遊びを楽しもう。上靴持参 ④3歳～（幼
児は親子で） ⑤無料 ⑥倉敷北児童センター℡422-6539
（要申込2/1～16まで）

ガラスのアクセサリー
①3/2（土）10:00～12:00 ②クルクルセン
ター ③廃ガラスを窯で溶かしてできる新ガラ
スと，自分で編む麻ひもで，ガラスのペンダント
を作ります ④どなたでも 10名（小3以下は
保護者同伴） ⑤500円 ⑥クルクルセンター
℡470-6681（要申込：2/14（木）締切）

わくわく工作室
①３/９（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター  工作室 ③
歩く紙コップ動物 ④どなたでも（小学校３年生以下は保護者同
伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300（当日受付）

もちつき大会
①3/17(日)11:00～12:30 ②児島
児童館 ③うすときねでもちつきをしま
しょう！ ④どなたでも（幼児は親子で）
定員50名 ⑤100円 ⑥児島児童館℡
473-2844(要申込2/17～先着順)

わくわく工作室
①２/９（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター  工作室 ③
ぴょんぴょんアニマル ④どなたでも（小学校３年生以下は保護
者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300（当日受付）

天体観望会
①1/12,2/9,３/16（土）19:00～20:30 ②倉敷科学セン
ター ③月・冬の星座,春の天体 ④一般（小学生以下は保護者同
伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300（当日受付）

自然観察会「倉敷みらい公園の
生き物しらべ2018年冬」
①2/9（土）10:00～12:00 ②倉敷
みらい公園（倉敷市寿町） ③倉敷み
らい公園で見られる昆虫，植物，野鳥，
淡水魚，淡水貝などの種類を調べま
す ④どなたでも（小学生以下は保護
者同伴） ⑤無料 ⑥自然史博物館℡
425-6037（前日までに申込）

自然観察会「倉敷市の鳥カワセミを探そう！」
①3/10（日）時間未定 ②場所未定 ③倉敷市の鳥カワセミを
さがしに行きましょう ④どなたでも（定員30名，小学生以下は
保護者同伴，双眼鏡貸出しは小学生以上対象で申込み時に予
約） ⑤無料 ⑥自然史博物館友の会℡425-6037（前日まで
に申込）0（当日受付）

自然の家大感謝祭
①2/3（日）9:30～15:00 ②少年自然の家 ③野外遊び，クラ
フトなど，楽しいイベントを用意しています。みんなで来てね 
④どなたでも ⑤無料 ⑥自然の家℡477-5100（申込不要）

早春のつどい
①3/9（土）～10（日） ②少年自然の家 ③早春の由加山をハ
イキングします。家族で由加の自然を楽しみませんか。待って
います ④小中学生とその家族（新1年生を含む）定員50名 ⑤
大人4,000円 子ども3,300円 ⑥自然の家℡477-5100
（要申込1/9～先着順）

再訪・鴻島の自然
①1/20（日）未定 ②鴻島（備前市日生町日生） ③定期船を利
用した瀬戸内の島巡りシリーズです ④どなたでも（定員30
名，小学生以下は保護
者同伴） ⑤有料（船賃） 
⑥自然史博物館友の会
℡425-6037（1/5
～申込）

コケ観察会
①2/3（日）10:00～15:00 ②人と科学の
未来館サイピア（岡山市北区伊島町3-1-1） 
③町中に生える身近なコケを顕微鏡や野外
で観察します ④どなたでも（小学生以下は
保護者同伴） ⑤無料 ⑥自然史博物館友の会
℡425-6037（前日までに申込）

おーい みんなあそぼうよ！
①1/19，2/16，3/23（土），1/20，2/17，3/17，3/24（日）
10:30～15:00 ②酒津公園プレーパーク ③自分の責任で
自由に遊ぼう！（持ってくる物：お茶，おにぎり，着がえ）※雨天時
は要問合せ ④どなたでも ⑤無料 ⑥遊び場を考える会℡
421-6378

まびにプレーカーがはしるよ！Ｎｏ１
①1/5，2/2，3/2（土），1/6，2/3，3/3（日）10:30～15:00 
②船穂総合運動場内公園 ③プレーカーに積まれたたくさんの
遊び道具を使って、自分の責任で自由に遊ぼう！※雨天時は中
止 ④どなたでも ⑤無料 ⑥遊び場を考える会℡421-6378

まびにプレーカーがはしるよ！Ｎｏ2
①1/12，2/9，3/9（土），1/13，2/10，3/10（日）10:30～
15:00 ②薗小学校中庭 ③プレーカーに積まれたたくさんの
遊び道具を使って、自分の責任で自由に遊ぼう！※雨天時は中
止 ④どなたでも ⑤無料 ⑥遊び場を考える会℡421-6378

まびにプレーカーがはしるよ！Ｎｏ3
①1/26，2/23，3/30（土），1/27，2/24，3/31（日）10:30～
15:00 ②川辺小学校校庭 ③プレーカーに積まれたたくさん
の遊び道具を使って、自分の責任で自由に遊ぼう！※雨天時は
中止 ④どなたでも ⑤無料 ⑥遊び場を考える会℡421-6378

天文台公開
①２/10（日）13:15～14:00 ②
倉敷科学センター ③昼間の太陽
観測 ④一般（小学生以下は保護
者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学セン
ター℡454-0300（当日受付）

天文台公開
①３/２（土）20:00～20:50 ②倉敷科学センター ③ ④一般
（小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡
454-0300（当日受付）

冬季こどもキャンプ
①1/12（土）～14（月） ②少年自然
の家 ③寒い中，火おこし，テント張り，3
日間野外炊事をして過ごすよ！ ④小学
4年生～中学3年生（定員50名） ⑤
5,000円 ⑥自然の家℡477-5100
（要申込11/12～先着順）

こま・けん玉教室
①2/3（日）13：30～14：30(こま)，15：00～16：00（けん
玉） ②倉敷児童館 ③どんどん上級の技に挑戦して、級・段位認
定証をもらおう。どちらか一方だけでも参加できます ④どな
たでも（幼児は保護者同伴）15名(こま)20名(けん玉) ⑤無料 
⑥倉敷児童館℡429-1791（1ヶ月前～受付開始）

一輪車であそぼう
①1/5 ，2/2 ，3/9（土）14:00～15:00 
②倉敷児童館 ③広いリンクで気持ちよく
乗れるよ。初心者の人も大歓迎！雨天中止
（一輪車ある人，持参。運動靴着用） ④どな
たでも（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉
敷児童館℡429-1791（当日受付）

一輪車で遊ぼう
①1/19(土)14:00～15:00 ②水島児童館 ③なおとお兄さ
んと一緒に一輪車の練習をしよう ④どなたでも(幼児は保護
者同伴) ⑤無料 ⑥水島児童館℡448-0650（当日受付）

こま教室・けん玉塾
①1/13,3/17(日)9:30～12:00 ②玉
島児童館 ③こまとけん玉の上手なお兄さ
んが丁寧に教えてくれるよ ④小学生以上
(幼児は要相談） ⑤無料 ⑥玉島児童館℡
526-3400（当日受付可）

チャレンジひろば
①1/27（日）,2/16,3/16(土)14:00～14:30 ②水島児童
館 ③みんなで楽しく活動します。何をするかは，お楽しみに！ 
④どなたでも（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥水島児童館℡
448-0650（当日受付）

卓球大会
①1/20,3/17(日)14:00～ ②
児島児童館 ③トーナメントまた
はリーグ戦で卓球の腕を競いま
しょう。 ④小学4年生以上で卓球
ができる人 ⑤無料 ⑥児島児童
館℡473-2844(当日受付)

フリスビーであそぼう
①1/26(土)15:30～16:30 ②玉島
児童館 ③みんなでフリスビーを楽しも
う！ ④小学生以上 ⑤無料 ⑥玉島児童
館℡526-3400(当日受付可)

卓球教室
①1/19，2/16，3/16（土）14:00～15:00 ②倉敷児童館 
③初めての人も大歓迎。卓球の先生に基礎から教えてもらえ
るよ（ラケットある人，持参） ④小学4年生以上12名程度 ⑤無
料 ⑥倉敷児童館℡429-1791（当日受付）

一輪車教室
①1/12,2/9,3/9(土)15:00～16:00 ②児島児童館 ③が
んばりカードを目標に練習してみましょう ④どなたでも（幼児
は親子で） ⑤無料 ⑥児島児童館℡473-2844(当日受付)

バドミントンであそぼう
①2/23(土)15:30～16:30 ②玉島児童館 ③みんなでバド
ミントンを楽しもう！ ④小学４年生以上（体育館シューズ持参） 
⑤無料 ⑥玉島児童館℡526-3400(当日受付可)

ディアボロで遊ぼう
①3/24(日)14:00～15:00 ②水島児童館 ③なおとお兄さ
んがディアボロの回し方を教えてくれるよ ④小学生以上10人 
⑤無料 ⑥水島児童館℡448-0650(要申込2/24～先着順）

よかったらHPも見てね！

児童館大掃除
①12/27(木)13:30～15:30 ②水
島児童館 ③いつも遊んでいる児童館
をきれいに掃除しよう！お手伝いしてね 
④どなたでも(幼児は保護者同伴) ⑤無
料 ⑥水島児童館℡448-0650（当日
受付）

じどうかん大掃除
①12/27(木）10：00～11：00 ②倉敷児童館 ③一年間の
汚れを落として気持ちよく新年を迎えましょう。終わった後は
茶話会をします ④どなたでも（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥
倉敷児童館℡429-1791（当日受付）

ぴかぴか大掃除
①12/27(木)10:00～11:30 ②児島児童館 ③１年間の汚
れをおとして気持ちよく新年を迎えるために，手伝ってくれる
方大歓迎！ ④どなたでも（幼児は親子で） ⑤無料 ⑥児島児童
館℡473-2844(当日受付)

1/2成人式
①1/13（日・祝）10:00～12:00 ②倉敷児童館 ③今年１０
歳を迎えたみんなをお祝いする会です ④小学４年生とその
保護者（子どものみの参加も可） ⑤無料 ⑥倉敷児童館℡
429-1791（1ヶ月前～受付開始）1/9締切

1/2成人式
①1/13（日・祝）10:00～12:00 ②
水島児童館 ③成人の半分の10歳の
お祝いをしよう ④小学4年生 ⑤無料 
⑥水島児童館℡448-0650(要申込
12/13～先着順）

ハローワールド講座
①1/13（日・祝）13：30～14：15 ②玉島図書館研修室 ③
「英語であそぼう！～春のおとずれを待つうた・あそび・えほん」
講師：坂口朋子氏 ④0歳から幼児までの親子（定員15組） ⑤
無料 ⑥玉島図書館℡526-6011（要申込12/22～先着順）

畳縁のひな人形
①1/12（土）10:00～12:00 ②クル
クルセンター ③畳縁の切れ端で，可愛
いひな人形を作ります ④どなたでも 
15名（小3以下は保護者同伴） ⑤500
円 ⑥クルクルセンター℡470-6681
（要申込：12/27（木）締切）

オセロ大会
①1/12 ,2 /9 ,3 /9 (土 )
15:30～16:30 ②玉島児童
館 ③年齢学年関係なく、みん
なで真剣勝負！ ④どなたでも
（幼児は保護者同伴） ⑤無料 
⑥玉島児童館℡526-3400
（当日受付可）

卓球大会
①12/26(水）10:00～11:30 ②倉敷北児童センター ③腕
試しをしましょう。友達を誘っての参加，待っています ④小学4年
生～ ⑤無料 ⑥倉敷北児童センター℡422-6539（当日受付）



ここに掲載のイベントは一部のものです。まだまだ楽しいものがたくさんあります。知りたい方は各施設にお問い合わせくださるか、子どもセンターのHPをご覧ください。

歌と絵本でABC
①1/16，2/20（水）15：00～
15：50 ②倉敷児童館 ③ユニーク
なしかけ絵本も紹介してくれるよ。
親子で楽しく英語に親しもう ④先
着20組（幼児は保護者同伴） ⑤無
料 ⑥倉敷児童館℡429-1791
（当日受付）

ポケットタイム0・1・2
①1/18，2/15，3/15（金）10:30～11:00 ②水島図書館 
こどもしつ ③乳児から，親子で参加できるおはなし会。絵本の
読み聞かせ，わらべうたなど ④どなたでも ⑤無料 ⑥水島図書
館℡446-6918

わくわく実験室
①1/26（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 実験実習
室 ③静電気パワーで大実験 ④どなたでも（小学校３年生以下
は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300
（当日受付）

わくわく実験室
①２/23（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 実験
実習室 ③熱してみるとあらふしぎ！ ④どなたでも（小学校３
年生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡
454-0300（当日受付）

わくわく実験室
①３/23（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター  実験実
習室 ③えっ！魔法のふりこ ④どなたでも（小学校３年生以下は
保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300（当
日受付）

豆まきとトン汁会
①2/3(日)10:30～12:00 ②水島児童館 
③豆まきごっこで鬼退治！トン汁を食べて，
寒さを吹き飛ばそう！ ④どなたでも(幼児
は保護者同伴) ⑤実費 ⑥水島児童館℡
448-0650(要申込1/4～先着順）

オセロ大会
①2/17(日)14:00～ ②児島児童館 ③オセロの勝負を楽し
もう！ ④どなたでも（幼児は親子で） ⑤無料 ⑥児島児童館℡
473-2844(当日受付)

ワイド版こどものひろば
①2/9（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「おかしのおはなし」のまき。工作もするよ！ ④どなた
でも ⑤無料 ⑥玉島図書館℡526-6011

ワイド版こどものひろば
①3/9（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「かぞくのおはなし」のまき。工作もするよ！ ④どなた
でも ⑤無料 ⑥玉島図書館℡526-6011

学芸員研究紹介-植物-
①2/24（日）14:00～15:000 ②自然史博物館講義室 ③
岡山県に分布する野生植物についてお話しします ④どなたで
も ⑤無料 ⑥自然史博物館℡425-6037（当日受付）

学芸員研究紹介-動物-
①3/9（土）10:00～11:30 ②自然史博物館講義室 ③岡山
県の野鳥についておはなしします ④どなたでも ⑤無料 ⑥自
然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

おはなしぽんっ！ストーリーテリング
①1/27，3/24（日）14:30～15:00 ②船穂図書館児童コー
ナー ③ストーリーテリングや詩の朗読などを楽しみます ④5
才以上 ⑤無料 ⑥船穂図書館℡552-9300（申込不要）

将棋入門・大会
①1/19,2/16,3/16(土)13:30～
16:00 ②玉島児童館 ③初心者向け
の入門教室と大会です ④小学生以
上。先着25名 ⑤無料 ⑥玉島児童館
℡526-3400（１カ月前から来館に
て申し込み。先着順）

おはなしのへや～紙芝居の巻～
①2/6（水）11:00～11:30 ②船穂図書館児
童コーナー ③いろいろな紙芝居
を楽しみます ④どなたでも ⑤無
料 ⑥船穂図書館℡552-9300
（申込不要）

やよいまつり
①2/17(日)10：00～11：30 ②倉敷児童館 ③春のお祭りで
す。クラブ紹介や子どもたちが企画したあそびのコーナーが
あります ④どなたでも（幼児は保護者同伴）120名 ⑤無料 
⑥倉敷児童館TEL429-1791（1ヶ月前～受付開始）

バレンタイン工作
ゆらゆらハートのメッセージカード
①2/9（土）15:00～15：30 ②ライフ
パーク倉敷　図書室 ③バレンタインの
メッセージを伝える、ハートのカードをつ
くろう！ ④先着１０組（小学校３年生以下
は保護者同伴） ⑤無料 ⑥ライフパーク倉
敷図書室℡454-0015（要申込１/5～）

むしむし探検隊研究発表会＆
学芸員研究紹介-昆虫-
①3/21（木・祝）時間未定 ②自然史博物館講義室 ③小５～高
３のむしむし探検隊の隊員と昆虫担当学芸員が今年度の研究
や活動の成果を発表します ④どなたでも ⑤無料 ⑥自然史博
物館℡425-6037（当日受付）

マスキングテープでラッピング☆
手作りキャンドルをバレンタインに贈ろう
①2/11（月・祝）10:00～12:00 ②クルクル
センター ③廃食油からキャンドルを作り，マス
キングテープでデコレーションします。メッセー
ジカードも作ります ④どなたでも 15名（小3
以下は保護者同伴） ⑤300円 ⑥クルクルセン
ター℡470-6681（要申込：1/26（土）締切）

桃太郎の張り子面＆土人形絵付け体験
①1/26（土）10:30～12:00 ②水島
図書館 読書室 ③桃太郎の張り子面ま
たは土人形のどちらかを選んで絵付け
をします ④5歳以上（幼児は保護者同
伴） ⑤材料代実費 ⑥水島図書館℡
446-6918（要申込1/5～先着順）

特別陳列「新着資料展＜昆虫＞」
①3/9（土）～4/7（日）9:00～17:15 ②自然史博物館特別
展示室 ③最近，博物館に受け入れた昆虫コレクションを展示紹
介します ④どなたでも ⑤有料（観覧料一般150円，大学生50
円），無料（高校生以下と65歳以上） ⑥自然史博物館℡425-
6037

おりがみのへや
①1/19，2/16，3/16（土）14：30
～15：00 ②船穂図書館児童コー
ナー ③おりがみを折って楽しみま
す ④3才以上 ⑤無料 ⑥船穂図書
館℡552-9301（申込不要）

オセロタイム
①1/19，2/9 ，3/16（土）15:00～16:00 ②倉敷児童館 
③時間内で，いろいろな年齢の人と対戦してみよう ④ルール
がわかる人（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷児童館℡
429-1791（当日受付）

囲碁・将棋入門
①1/19,2/16,3/16(土)15:00
～ ②児島児童館 ③囲碁・将棋に興
味がある人集まれ！ ④どなたでも
（幼児は親子で） ⑤無料 ⑥児島児
童館℡473-2844(当日受付)

おはなしいっぱい
ストーリーテリング
①1/19，2/16，3/16(土)14：30
～15：00 ②中央図書館こどもしつ 
おとぎのへや ③倉敷ストーリーテリ
ングを楽しむ会が語る素話を楽しみ
ます ④5歳以上 ⑤無料 ⑥中央図
書館℡425-6030

ねえ，おはなしして～ストーリーテリング
①1/26,3/23（土）14:30～15:00 ②水島図書館　こども
しつ ③昔話や愉快なお話などの語りを楽しもう。語りは倉敷
ストーリーテリングを楽しむ会 ④5歳以上 ⑤無料 ⑥水島図書
館℡446-6918

とんどまつり
①1/13（日・祝）11:00～12:00 ②児島児童館 ③お飾りや
書初めをお焚きあげして無病息災を願いましょう ④どなたで
も（幼児は親子で） ⑤無料 ⑥児島児童館℡473-2844(要申
込12/13～先着順)

ポケットタイムＳＰ「おひなさま」
①2/9（土）11:00～11:30 ②水島図書館 こどもしつ ③身
近な材料で「おひなさま」を作ります ④どなたでも ⑤無料 ⑥
水島図書館℡446-6918

ポケットタイムＳＰ「はらぺこあおむし」
①3/9（土）11:00～11:30 ②水島図
書館 こどもしつ ③身近な材料で「はら
ぺこあおむし」を作ります ④どなたでも 
⑤無料 ⑥水島図書館℡446-6918

２分の１成人式
①1/20(日）10:00～12:00 ②児
島児童館 ③20歳の半分の10歳に
なったお祝いの会をします ④小学生
4年生。25人 ⑤無料 ⑥児島児童館
℡473-2844(要申込12/20～先
着順)

ひなまつり工作
①3/1（金），3/3（日）10：00～11：
30 ②倉敷児童館 ③おひなさま作り
に挑戦！児童館に飾っているおひなさ
まも見に来てね。 ④どなたでも（幼児
は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷児童
館TEL429-1791（当日受付）

地学教室 サファイアの研磨
①1/20（日）10:00～11:00，14:00～15:00 ②自然史博
物館講義室 ③富山県南栃市利賀村の片麻岩中のサファイア
（コランダム）を研磨します ④どなたでも（定員午前，午後各
15名，小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥自然史博物館℡
425-6037（1/6～1/16に申込）

おもちゃの病院
①1/20（日）10：00～13：30(受付終了) ②
倉敷児童館 ③壊れたおもちゃを、おもちゃの
お医者さんに直してもらおう。1人
一点のみ。大人のみの持参不可 ④
どなたでも（幼児は保護者同伴） 
⑤修理部品代のみ実費 ⑥倉敷児
童館℡429-1791（当日受付）

おもちゃの病院
①3/10(日)10:00～15:00(受付は13:30まで) ②水島児
童館 ③壊れたおもちゃをおもちゃドクターに直してもらおう。 
④どなたでも(幼児は保護者同伴・大人のみの持ち込みは不可) 
⑤部品修理代実費 ⑥水島児童館℡448-0650（当日受付）

英語リズムであそぼう
①3/23（土）10:30～11:00 ②船穂図書館児童コーナー 
③英語の歌やパネルシアターを使って楽しく英語を学びます 
④どなたでも ⑤無料 ⑥船穂図書館℡552-9300（要申込
3/5～）もくもくのおはなし

①1/24,3/28（木）10:30～10：50 ②
ライフパーク倉敷　図書室 ③絵本や紙
芝居の読み聞かせや手遊びなどを楽しも
う ④どなたでも（小学校３年生以下は保
護者同伴） ⑤無料 ⑥ライフパーク倉敷図
書室℡454-0015

昔遊び入門
①2/17(日）10:00～11:30 ②倉敷北児童センター ③地
域の人たちと一緒に昔遊びを楽しもう。上靴持参 ④3歳～（幼
児は親子で） ⑤無料 ⑥倉敷北児童センター℡422-6539
（要申込2/1～16まで）

ガラスのアクセサリー
①3/2（土）10:00～12:00 ②クルクルセン
ター ③廃ガラスを窯で溶かしてできる新ガラ
スと，自分で編む麻ひもで，ガラスのペンダント
を作ります ④どなたでも 10名（小3以下は
保護者同伴） ⑤500円 ⑥クルクルセンター
℡470-6681（要申込：2/14（木）締切）

わくわく工作室
①３/９（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター  工作室 ③
歩く紙コップ動物 ④どなたでも（小学校３年生以下は保護者同
伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300（当日受付）

もちつき大会
①3/17(日)11:00～12:30 ②児島
児童館 ③うすときねでもちつきをしま
しょう！ ④どなたでも（幼児は親子で）
定員50名 ⑤100円 ⑥児島児童館℡
473-2844(要申込2/17～先着順)

わくわく工作室
①２/９（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター  工作室 ③
ぴょんぴょんアニマル ④どなたでも（小学校３年生以下は保護
者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300（当日受付）

天体観望会
①1/12,2/9,３/16（土）19:00～20:30 ②倉敷科学セン
ター ③月・冬の星座,春の天体 ④一般（小学生以下は保護者同
伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡454-0300（当日受付）

自然観察会「倉敷みらい公園の
生き物しらべ2018年冬」
①2/9（土）10:00～12:00 ②倉敷
みらい公園（倉敷市寿町） ③倉敷み
らい公園で見られる昆虫，植物，野鳥，
淡水魚，淡水貝などの種類を調べま
す ④どなたでも（小学生以下は保護
者同伴） ⑤無料 ⑥自然史博物館℡
425-6037（前日までに申込）

自然観察会「倉敷市の鳥カワセミを探そう！」
①3/10（日）時間未定 ②場所未定 ③倉敷市の鳥カワセミを
さがしに行きましょう ④どなたでも（定員30名，小学生以下は
保護者同伴，双眼鏡貸出しは小学生以上対象で申込み時に予
約） ⑤無料 ⑥自然史博物館友の会℡425-6037（前日まで
に申込）0（当日受付）

自然の家大感謝祭
①2/3（日）9:30～15:00 ②少年自然の家 ③野外遊び，クラ
フトなど，楽しいイベントを用意しています。みんなで来てね 
④どなたでも ⑤無料 ⑥自然の家℡477-5100（申込不要）

早春のつどい
①3/9（土）～10（日） ②少年自然の家 ③早春の由加山をハ
イキングします。家族で由加の自然を楽しみませんか。待って
います ④小中学生とその家族（新1年生を含む）定員50名 ⑤
大人4,000円 子ども3,300円 ⑥自然の家℡477-5100
（要申込1/9～先着順）

再訪・鴻島の自然
①1/20（日）未定 ②鴻島（備前市日生町日生） ③定期船を利
用した瀬戸内の島巡りシリーズです ④どなたでも（定員30
名，小学生以下は保護
者同伴） ⑤有料（船賃） 
⑥自然史博物館友の会
℡425-6037（1/5
～申込）

コケ観察会
①2/3（日）10:00～15:00 ②人と科学の
未来館サイピア（岡山市北区伊島町3-1-1） 
③町中に生える身近なコケを顕微鏡や野外
で観察します ④どなたでも（小学生以下は
保護者同伴） ⑤無料 ⑥自然史博物館友の会
℡425-6037（前日までに申込）

おーい みんなあそぼうよ！
①1/19，2/16，3/23（土），1/20，2/17，3/17，3/24（日）
10:30～15:00 ②酒津公園プレーパーク ③自分の責任で
自由に遊ぼう！（持ってくる物：お茶，おにぎり，着がえ）※雨天時
は要問合せ ④どなたでも ⑤無料 ⑥遊び場を考える会℡
421-6378

まびにプレーカーがはしるよ！Ｎｏ１
①1/5，2/2，3/2（土），1/6，2/3，3/3（日）10:30～15:00 
②船穂総合運動場内公園 ③プレーカーに積まれたたくさんの
遊び道具を使って、自分の責任で自由に遊ぼう！※雨天時は中
止 ④どなたでも ⑤無料 ⑥遊び場を考える会℡421-6378

まびにプレーカーがはしるよ！Ｎｏ2
①1/12，2/9，3/9（土），1/13，2/10，3/10（日）10:30～
15:00 ②薗小学校中庭 ③プレーカーに積まれたたくさんの
遊び道具を使って、自分の責任で自由に遊ぼう！※雨天時は中
止 ④どなたでも ⑤無料 ⑥遊び場を考える会℡421-6378

まびにプレーカーがはしるよ！Ｎｏ3
①1/26，2/23，3/30（土），1/27，2/24，3/31（日）10:30～
15:00 ②川辺小学校校庭 ③プレーカーに積まれたたくさん
の遊び道具を使って、自分の責任で自由に遊ぼう！※雨天時は
中止 ④どなたでも ⑤無料 ⑥遊び場を考える会℡421-6378

天文台公開
①２/10（日）13:15～14:00 ②
倉敷科学センター ③昼間の太陽
観測 ④一般（小学生以下は保護
者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学セン
ター℡454-0300（当日受付）

天文台公開
①３/２（土）20:00～20:50 ②倉敷科学センター ③ ④一般
（小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷科学センター℡
454-0300（当日受付）

冬季こどもキャンプ
①1/12（土）～14（月） ②少年自然
の家 ③寒い中，火おこし，テント張り，3
日間野外炊事をして過ごすよ！ ④小学
4年生～中学3年生（定員50名） ⑤
5,000円 ⑥自然の家℡477-5100
（要申込11/12～先着順）

こま・けん玉教室
①2/3（日）13：30～14：30(こま)，15：00～16：00（けん
玉） ②倉敷児童館 ③どんどん上級の技に挑戦して、級・段位認
定証をもらおう。どちらか一方だけでも参加できます ④どな
たでも（幼児は保護者同伴）15名(こま)20名(けん玉) ⑤無料 
⑥倉敷児童館℡429-1791（1ヶ月前～受付開始）

一輪車であそぼう
①1/5 ，2/2 ，3/9（土）14:00～15:00 
②倉敷児童館 ③広いリンクで気持ちよく
乗れるよ。初心者の人も大歓迎！雨天中止
（一輪車ある人，持参。運動靴着用） ④どな
たでも（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉
敷児童館℡429-1791（当日受付）

一輪車で遊ぼう
①1/19(土)14:00～15:00 ②水島児童館 ③なおとお兄さ
んと一緒に一輪車の練習をしよう ④どなたでも(幼児は保護
者同伴) ⑤無料 ⑥水島児童館℡448-0650（当日受付）

こま教室・けん玉塾
①1/13,3/17(日)9:30～12:00 ②玉
島児童館 ③こまとけん玉の上手なお兄さ
んが丁寧に教えてくれるよ ④小学生以上
(幼児は要相談） ⑤無料 ⑥玉島児童館℡
526-3400（当日受付可）

チャレンジひろば
①1/27（日）,2/16,3/16(土)14:00～14:30 ②水島児童
館 ③みんなで楽しく活動します。何をするかは，お楽しみに！ 
④どなたでも（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥水島児童館℡
448-0650（当日受付）

卓球大会
①1/20,3/17(日)14:00～ ②
児島児童館 ③トーナメントまた
はリーグ戦で卓球の腕を競いま
しょう。 ④小学4年生以上で卓球
ができる人 ⑤無料 ⑥児島児童
館℡473-2844(当日受付)

フリスビーであそぼう
①1/26(土)15:30～16:30 ②玉島
児童館 ③みんなでフリスビーを楽しも
う！ ④小学生以上 ⑤無料 ⑥玉島児童
館℡526-3400(当日受付可)

卓球教室
①1/19，2/16，3/16（土）14:00～15:00 ②倉敷児童館 
③初めての人も大歓迎。卓球の先生に基礎から教えてもらえ
るよ（ラケットある人，持参） ④小学4年生以上12名程度 ⑤無
料 ⑥倉敷児童館℡429-1791（当日受付）

一輪車教室
①1/12,2/9,3/9(土)15:00～16:00 ②児島児童館 ③が
んばりカードを目標に練習してみましょう ④どなたでも（幼児
は親子で） ⑤無料 ⑥児島児童館℡473-2844(当日受付)

バドミントンであそぼう
①2/23(土)15:30～16:30 ②玉島児童館 ③みんなでバド
ミントンを楽しもう！ ④小学４年生以上（体育館シューズ持参） 
⑤無料 ⑥玉島児童館℡526-3400(当日受付可)

ディアボロで遊ぼう
①3/24(日)14:00～15:00 ②水島児童館 ③なおとお兄さ
んがディアボロの回し方を教えてくれるよ ④小学生以上10人 
⑤無料 ⑥水島児童館℡448-0650(要申込2/24～先着順）

よかったらHPも見てね！

児童館大掃除
①12/27(木)13:30～15:30 ②水
島児童館 ③いつも遊んでいる児童館
をきれいに掃除しよう！お手伝いしてね 
④どなたでも(幼児は保護者同伴) ⑤無
料 ⑥水島児童館℡448-0650（当日
受付）

じどうかん大掃除
①12/27(木）10：00～11：00 ②倉敷児童館 ③一年間の
汚れを落として気持ちよく新年を迎えましょう。終わった後は
茶話会をします ④どなたでも（幼児は保護者同伴） ⑤無料 ⑥
倉敷児童館℡429-1791（当日受付）

ぴかぴか大掃除
①12/27(木)10:00～11:30 ②児島児童館 ③１年間の汚
れをおとして気持ちよく新年を迎えるために，手伝ってくれる
方大歓迎！ ④どなたでも（幼児は親子で） ⑤無料 ⑥児島児童
館℡473-2844(当日受付)

1/2成人式
①1/13（日・祝）10:00～12:00 ②倉敷児童館 ③今年１０
歳を迎えたみんなをお祝いする会です ④小学４年生とその
保護者（子どものみの参加も可） ⑤無料 ⑥倉敷児童館℡
429-1791（1ヶ月前～受付開始）1/9締切

1/2成人式
①1/13（日・祝）10:00～12:00 ②
水島児童館 ③成人の半分の10歳の
お祝いをしよう ④小学4年生 ⑤無料 
⑥水島児童館℡448-0650(要申込
12/13～先着順）

ハローワールド講座
①1/13（日・祝）13：30～14：15 ②玉島図書館研修室 ③
「英語であそぼう！～春のおとずれを待つうた・あそび・えほん」
講師：坂口朋子氏 ④0歳から幼児までの親子（定員15組） ⑤
無料 ⑥玉島図書館℡526-6011（要申込12/22～先着順）

畳縁のひな人形
①1/12（土）10:00～12:00 ②クル
クルセンター ③畳縁の切れ端で，可愛
いひな人形を作ります ④どなたでも 
15名（小3以下は保護者同伴） ⑤500
円 ⑥クルクルセンター℡470-6681
（要申込：12/27（木）締切）

オセロ大会
①1/12 ,2 /9 ,3 /9 (土 )
15:30～16:30 ②玉島児童
館 ③年齢学年関係なく、みん
なで真剣勝負！ ④どなたでも
（幼児は保護者同伴） ⑤無料 
⑥玉島児童館℡526-3400
（当日受付可）

卓球大会
①12/26(水）10:00～11:30 ②倉敷北児童センター ③腕
試しをしましょう。友達を誘っての参加，待っています ④小学4年
生～ ⑤無料 ⑥倉敷北児童センター℡422-6539（当日受付）




