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なぜ だと思う？
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　　　　　　　　　かん  せい
530台目
5月30日に完成した
ゴミをゼロに！！

ってなあに？
答えをみつけにクルクル

　　 センターへ行ったよ!!

クルクルセンターの藤原さんに聞きました。
ふじ  わら　　　　　　　　　き

ゴミ収集車（パッカー
車）に使われています。
倉敷市内では7台走っ
ています。

　　　     しゅうしゅうしゃ 

 しゃ　　　   つか

 くら   しき   し   ない                     だい  はし

サラダ油をあたためてクレヨンをとかすよ。
油を固める薬も入れて準備OK!

ひもを短く切って、わりばしにはさみ、ビン
の真ん中におき、❶をゆっくり入れるよ。

ビンを冷たい水につけて固まるの
を待つよ。

固まったら、次の色を入れて冷やし、くり返
して三色のキャンドルを作るよ。

マスキングテープを使って、すてき
にラッピング。上手にできたよ。

BDFで

動くんだよ！

カッコいい！

うご

てんぷら油107㍑+メタノール18㍑で88㍑の

バイオディーゼル燃料ができるんだって！
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児島下水処理場

児島
マリンプール

平成橋

クルクルセンター

　BDF(=Bio Diesel Fuel: 「バイオ・ディーゼル・ヒューエル」

の頭文字の略語)は、バイオマス燃料の一つで、化石燃料であ

る軽油の替わりになる燃料として、使用済み天ぷら油（植物性

廃食用油）を原料に精製されるディーゼルエンジン用燃料のこと。生活排水に流されたり、ゴミ

として焼却されている使用済みの天ぷら油から、環境にやさしいBDFは作られます。化石燃

料（石油や石炭）はいつかなくなってしまうから、BDFを有効利用しなくっちゃね！！
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●ひも
●ガラスのビン
●使用済みの油
●油を固める薬
●クレヨン
●わりばし

材 料

　し  よう  ず　        　あぶら

あぶら　　かた　　　　 くすり

ざい　 りょう月に1200Lの廃食用油を回収し、
バイオディーゼル燃料を作っています。
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を取り除くところ

反応槽
ここでは、メタノー
ルと触媒をかきまぜ
て化学反応させる

BDF
これでできあがり

後処理
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分離槽
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クルクルセンターでは
太陽光発電もしていま
す。クルクルセンターの
電気は太陽の恵みです！
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2/11（月・祝） 今回は、消費期限切れのサラダ油からかわいいキャンドルができたわ。
こん  かい　　　     しょう  ひ     き  げん　 ぎ 　　　　　　　　　　　　　 あぶら

さて、

ここ注目！！
ちゅう      もく

　バイオマス燃料とは、動植物が持つエネルギーを利用した燃料のこと。木のくずやワラ、動物のふ
ん、食品の生ゴミなど、これまではゴミとして捨てられてきたものを利用して、エネルギーの資源にす

るんだ。そのまま燃やしたり、ガスにして発電に利用するなどできる
よ。二酸化炭素の排出量もおさえられ、石油燃料に代わるものとし

て注目されているんだ。特に真庭市で行われている木質バイオマス発電は、温
暖化防止に貢献。どうしてかというと、燃やした時に出る二酸化炭
素（C0₂）は、生物（木、植物等）が成長する際に吸収していたもの
に相当するため、C0₂発生量にカウントされないからだって。これ
が、カーボンニュートラルという考え方。地球に優しい資源だね。
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いろいろな講座があるよ。おうちの人にも教えてあげよう！
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ゴミとして集められた家具を修繕して販売。
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体験講座も
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　探検や発表会など１年間のプログラムを通じて昆虫の専門知識を学び
ます。本気で昆虫の専門家を目指す人向きのプログラムです。くわしく
は自然史博物館ホームページの4月の催し物案内をご覧ください。
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紙ヒコーキ＆手作りおもちゃ

　今年もライフパーク倉敷で、よく飛ぶ紙ヒコーキと手作りお
もちゃを作ったよ。作った紙ヒコーキを飛ばしてグッズをゲット
したり、手づくりのおもちゃやクリスマスリースを作ったりしたよ。
　すごく飛ぶヒコーキを作ったお友達がいて、びっくり。
とても楽しかったね。来年も会えるといいな。
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小学校5年生以上、年間予定のすべてに
参加できることなどが条件です。

4月20日（土）までに電話などで博物館まで。

10名程度

日時：4月21日（日）14～16時
（受付13時30分～）
場所：自然史博物館地階講義室

倉敷市立自然史博物館
ＴＥＬ：０８６-４２５-６０３７
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　2月10日（日）、ライフパーク倉敷で倉敷市子ども
まつりが開催され、倉敷市子どもセンターもいつもの
バルーンアートで参加したよ。
　当日は4回の講習をしたけど、どの回も60人の定

員いっぱいでにぎやかにできたね。高校生のボランティアのお姉
さんたちにていねいに教えてもらって、みんなうれしそうだった
よ。とっても上手にでき
ました。また来年も来て
くれたらうれしいな！
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2019年
2月10日（日）大盛況！！

今年もだい　  せい   きょう

ことし

今年もバルーンで参加！
今年もバルーンで参加！
今年もバルーンで参加！ことし　　　　　　　　　　　　　 さん  か

ことし　　　　　　　　　　　　　 さん  か

第40回 倉敷市こどもまつり第40回 倉敷市こどもまつり
くら　　　しき　　　 し

だい　　　　　　　かい

　2019年度から小・中学生隊員は「博物館の達人」（国
立科学博物館）の認定を目指します。博物館を10回利
用して，学習記録と感想文を提出します。
　「博物館の達人」に認定された隊員は「達人」として隊
員名簿に登録しますので（なにかいいことがあるかもし
れません,ただし「むしむし探検隊」独自のルールで
す。），認定書を奥島へ見せてください。
詳しくは国立科学博物館ホームページ
http://www.kahaku.go.jp/learning/schoolchild/tatsujin/master.html
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カッコいい！

応募資格

申 込 み

募集人数

おう    ぼ     し   かく

もうし　　こ

ぼ  しゅう にん  ずう

にゅうたいせつめいかい

入隊説明会
オリエン
テーション

お問合せ
連絡先

　　 とい  あわ

れん らく  さき

http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/

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
①4/11，5/9，6/13（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
①4/6，5/4，6/1（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
①4/6（土），5/4，6/1（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

オセロ大会
①4/14(日),6/15(土)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)

ポケットタイム0・1・2
①4/19，5/17，6/21（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

子ども読書の日記念・おはなしカレンダーＳＰ
①4/20（土）16:00～16:30 ②中央図書館 おとぎのへや 
③子ども読書の日を記念して毎日のおはなし会をスペシャル
版で開催します ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030

子どもの読書の日記念おはなし会
①4/20（土）11：00～11：30 ②水島図書館 こどもしつ ③
大型絵本の読み聞かせや紙芝居など ④どなたでも ⑤無料 
⑥水島図書館℡446-6918

子ども読書の日記念おはなし会
①4/20（土）11:00～11:30 ②船穂図書館児童コーナー 
③大型絵本や紙芝居、絵本のよみきかせをします ④どなたで
も ⑤無料 ⑥船穂図書館℡552-9300（申込不要）

チャレンジ！子どもの本クイズ
①4/20～5/6（休館日以外の毎日） ②玉島図書館こどもし
つ ③子どもの本からクイズを出します。答えを書いたら見せ
てください。全問正解できるかな？ 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
①4/13（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「ともだちのおはなし」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

ポケットタイムＳＰ「子どもの日のかぶと」
①4/13（土）11:00～11:30 ②水島図書館 こどもしつ ③
身近な材料でかぶとを作ります ④どなたでも ⑤無料 ⑥水島
図書館℡446-6918

木の実のリース
①4/20（土）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③色々
な種類の木の実を使って，天然素材のすてきなリースを作りま
す ④どなたでも 15名（小3以下は保護者同伴） ⑤400円 ⑥
クルクルセンター℡470-6681（要申込：4/4（木）締切）

オセロ大会
①4/7,5/5,6/2,7/7(日)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）

英会話教室
①毎月第2・4火曜日(小1～小3)17:00～17:45，(小4～小
6）17:45～18:45，(中学生～一般）18:45～20:00 ②玉島
池畝会館 ③英語で「聞く・話す・書く」を楽しもう。言葉は日々の
積み重ね。「楽しい！」が力になる ④小学生以上 ⑤無料 ⑥玉島
池畝会館℡/FAX526-3502（要申込 ※土日祝は休館）

おりがみひろば
①4/13，5/11，6/8（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

人形劇
①3/27（水）13:30～14:30 ②
倉敷北児童センター ③くらしき作
陽大学「ぱれっと」による人形劇で
す。みんなで楽しく観賞しましょう。 
④どなたでも150人（幼児は親子
で） ⑤無料 ⑥倉敷北児童センター
℡422-6539（要申込み3/1～）

おはなしあのね
①4/6,6/1,7/6（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）

さくらまつり（お茶の接待）
①4/7（日）⑴10:30～11:30,⑵14:00～15:00 ②倉敷
児童館 ③さくらの花を楽しみながら春の訪れを感じよう ④ど
なたでも（幼児は保護者同伴）100名 ⑤無料 ⑥倉敷児童館
℡429-1791（当日受付）

カプラワークショップ
①3/28(木)13:30～15:30 ②玉島児童館 ③カプラで色々
なものを作ってみよう。カプラインストラクター来館！ ④小学
生以上 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。2/28～)

カプラで遊ぼう
①4/2(火）9:00～17:00 ②倉敷北児童センター ③小さな
木片で何を作るか君次第。作って遊ぼう ④どなたでも（幼児
は親子で） ⑤無料 ⑥倉敷北児童センター℡422-6539（当
日受付）

カプラであそぼう
①4/3（水）,4/7,5/5,6/2（日）10:00～11:30,7/7(日)
14:00～15:30 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）

おりがみのへや
①4/20，5/11，6/8日（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 
④どなたでも ⑤無料 ⑥船穂図書館
℡552-9300（申込不要）

オセロタイム
①4/20,5/18,6/15,（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）

水島中学校吹奏楽部演奏を楽しもう！
①4/20（土）14:00～15:00 ②水島児童館 ③水島中学校
吹奏楽部の皆さんの演奏を聴いたり，楽器に親しんだりしよう 
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）

おはなしいっぱいストーリーテリング
①4/20,5/18,6/15,7/20（土）14:30～15:00 ②中央
図書館 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才以上 ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030

いちご大福作り
①4/14（日）10:00～ ②倉敷児童館 ③旬のいちごで本格い
ちご大福を手作りしよう ④小学生以上20名程度 ⑤材料費実
費 ⑥倉敷児童館℡429-1791（1ヶ月前～受付開始）

英語で楽しむおはなし会
①4/6,5/11,6/1,7/6（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

ポケットタイムかみしばいのじかん
①4/6，5/4，6/1，7/6（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をおはなしボランティアが
上演 ④どなたでも ⑤無料 ⑥水島図書館℡446-6918

おはなしの会
①4/13,5/11,6/8,7/13（土）14:30～15:00 ②中央図
書館 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

どうわと絵本のおくりもの
①4/6,5/4,6/1,7/6（土）14:30～15:00 ②中央図書館 
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
①4/13（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 工作室 ③
走れ！紙ざら（紙皿） 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）

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

特別陳列「新着資料展＜昆虫＞」
①4/20（土）～7/7（日） ②自然史博物館特別展示室 ③最
近，新たに収蔵した昆虫標本コレクション（甲虫など）を展示公
開します 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倉敷市立自然史博
物館℡425-6037

特別陳列「博物学者佐藤清明を知っていますか？」
①4/21（日）～5/19（日）9:00～17:15 ②自然史博物館２
階事務室前 ③「知られざる知の巨人・佐藤清明」の生涯と業績
をご紹介します 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倉敷市立自然
史博物館℡425-6037

かみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て         づく



　探検や発表会など１年間のプログラムを通じて昆虫の専門知識を学び
ます。本気で昆虫の専門家を目指す人向きのプログラムです。くわしく
は自然史博物館ホームページの4月の催し物案内をご覧ください。
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紙ヒコーキ＆手作りおもちゃ

　今年もライフパーク倉敷で、よく飛ぶ紙ヒコーキと手作りお
もちゃを作ったよ。作った紙ヒコーキを飛ばしてグッズをゲット
したり、手づくりのおもちゃやクリスマスリースを作ったりしたよ。
　すごく飛ぶヒコーキを作ったお友達がいて、びっくり。
とても楽しかったね。来年も会えるといいな。
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小学校5年生以上、年間予定のすべてに
参加できることなどが条件です。

4月20日（土）までに電話などで博物館まで。

10名程度

日時：4月21日（日）14～16時
（受付13時30分～）
場所：自然史博物館地階講義室

倉敷市立自然史博物館
ＴＥＬ：０８６-４２５-６０３７
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　2月10日（日）、ライフパーク倉敷で倉敷市子ども
まつりが開催され、倉敷市子どもセンターもいつもの
バルーンアートで参加したよ。
　当日は4回の講習をしたけど、どの回も60人の定

員いっぱいでにぎやかにできたね。高校生のボランティアのお姉
さんたちにていねいに教えてもらって、みんなうれしそうだった
よ。とっても上手にでき
ました。また来年も来て
くれたらうれしいな！
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2019年
2月10日（日）大盛況！！

今年もだい　  せい   きょう

ことし

今年もバルーンで参加！
今年もバルーンで参加！
今年もバルーンで参加！ことし　　　　　　　　　　　　　 さん  か

ことし　　　　　　　　　　　　　 さん  か

第40回 倉敷市こどもまつり第40回 倉敷市こどもまつり
くら　　　しき　　　 し

だい　　　　　　　かい

　2019年度から小・中学生隊員は「博物館の達人」（国
立科学博物館）の認定を目指します。博物館を10回利
用して，学習記録と感想文を提出します。
　「博物館の達人」に認定された隊員は「達人」として隊
員名簿に登録しますので（なにかいいことがあるかもし
れません,ただし「むしむし探検隊」独自のルールで
す。），認定書を奥島へ見せてください。
詳しくは国立科学博物館ホームページ
http://www.kahaku.go.jp/learning/schoolchild/tatsujin/master.html
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カッコいい！

応募資格

申 込 み

募集人数

おう    ぼ     し   かく

もうし　　こ

ぼ  しゅう にん  ずう

にゅうたいせつめいかい

入隊説明会
オリエン
テーション

お問合せ
連絡先

　　 とい  あわ

れん らく  さき

http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/

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
①4/11，5/9，6/13（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
①4/6，5/4，6/1（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
①4/6（土），5/4，6/1（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

オセロ大会
①4/14(日),6/15(土)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)

ポケットタイム0・1・2
①4/19，5/17，6/21（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

子ども読書の日記念・おはなしカレンダーＳＰ
①4/20（土）16:00～16:30 ②中央図書館 おとぎのへや 
③子ども読書の日を記念して毎日のおはなし会をスペシャル
版で開催します ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030

子どもの読書の日記念おはなし会
①4/20（土）11：00～11：30 ②水島図書館 こどもしつ ③
大型絵本の読み聞かせや紙芝居など ④どなたでも ⑤無料 
⑥水島図書館℡446-6918

子ども読書の日記念おはなし会
①4/20（土）11:00～11:30 ②船穂図書館児童コーナー 
③大型絵本や紙芝居、絵本のよみきかせをします ④どなたで
も ⑤無料 ⑥船穂図書館℡552-9300（申込不要）

チャレンジ！子どもの本クイズ
①4/20～5/6（休館日以外の毎日） ②玉島図書館こどもし
つ ③子どもの本からクイズを出します。答えを書いたら見せ
てください。全問正解できるかな？ 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
①4/13（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「ともだちのおはなし」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

ポケットタイムＳＰ「子どもの日のかぶと」
①4/13（土）11:00～11:30 ②水島図書館 こどもしつ ③
身近な材料でかぶとを作ります ④どなたでも ⑤無料 ⑥水島
図書館℡446-6918

木の実のリース
①4/20（土）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③色々
な種類の木の実を使って，天然素材のすてきなリースを作りま
す ④どなたでも 15名（小3以下は保護者同伴） ⑤400円 ⑥
クルクルセンター℡470-6681（要申込：4/4（木）締切）

オセロ大会
①4/7,5/5,6/2,7/7(日)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）

英会話教室
①毎月第2・4火曜日(小1～小3)17:00～17:45，(小4～小
6）17:45～18:45，(中学生～一般）18:45～20:00 ②玉島
池畝会館 ③英語で「聞く・話す・書く」を楽しもう。言葉は日々の
積み重ね。「楽しい！」が力になる ④小学生以上 ⑤無料 ⑥玉島
池畝会館℡/FAX526-3502（要申込 ※土日祝は休館）

おりがみひろば
①4/13，5/11，6/8（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

人形劇
①3/27（水）13:30～14:30 ②
倉敷北児童センター ③くらしき作
陽大学「ぱれっと」による人形劇で
す。みんなで楽しく観賞しましょう。 
④どなたでも150人（幼児は親子
で） ⑤無料 ⑥倉敷北児童センター
℡422-6539（要申込み3/1～）

おはなしあのね
①4/6,6/1,7/6（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）

さくらまつり（お茶の接待）
①4/7（日）⑴10:30～11:30,⑵14:00～15:00 ②倉敷
児童館 ③さくらの花を楽しみながら春の訪れを感じよう ④ど
なたでも（幼児は保護者同伴）100名 ⑤無料 ⑥倉敷児童館
℡429-1791（当日受付）

カプラワークショップ
①3/28(木)13:30～15:30 ②玉島児童館 ③カプラで色々
なものを作ってみよう。カプラインストラクター来館！ ④小学
生以上 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。2/28～)

カプラで遊ぼう
①4/2(火）9:00～17:00 ②倉敷北児童センター ③小さな
木片で何を作るか君次第。作って遊ぼう ④どなたでも（幼児
は親子で） ⑤無料 ⑥倉敷北児童センター℡422-6539（当
日受付）

カプラであそぼう
①4/3（水）,4/7,5/5,6/2（日）10:00～11:30,7/7(日)
14:00～15:30 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）

おりがみのへや
①4/20，5/11，6/8日（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 
④どなたでも ⑤無料 ⑥船穂図書館
℡552-9300（申込不要）

オセロタイム
①4/20,5/18,6/15,（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）

水島中学校吹奏楽部演奏を楽しもう！
①4/20（土）14:00～15:00 ②水島児童館 ③水島中学校
吹奏楽部の皆さんの演奏を聴いたり，楽器に親しんだりしよう 
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）

おはなしいっぱいストーリーテリング
①4/20,5/18,6/15,7/20（土）14:30～15:00 ②中央
図書館 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才以上 ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030

いちご大福作り
①4/14（日）10:00～ ②倉敷児童館 ③旬のいちごで本格い
ちご大福を手作りしよう ④小学生以上20名程度 ⑤材料費実
費 ⑥倉敷児童館℡429-1791（1ヶ月前～受付開始）

英語で楽しむおはなし会
①4/6,5/11,6/1,7/6（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

ポケットタイムかみしばいのじかん
①4/6，5/4，6/1，7/6（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をおはなしボランティアが
上演 ④どなたでも ⑤無料 ⑥水島図書館℡446-6918

おはなしの会
①4/13,5/11,6/8,7/13（土）14:30～15:00 ②中央図
書館 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

どうわと絵本のおくりもの
①4/6,5/4,6/1,7/6（土）14:30～15:00 ②中央図書館 
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
①4/13（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 工作室 ③
走れ！紙ざら（紙皿） 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）

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

特別陳列「新着資料展＜昆虫＞」
①4/20（土）～7/7（日） ②自然史博物館特別展示室 ③最
近，新たに収蔵した昆虫標本コレクション（甲虫など）を展示公
開します 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倉敷市立自然史博
物館℡425-6037

特別陳列「博物学者佐藤清明を知っていますか？」
①4/21（日）～5/19（日）9:00～17:15 ②自然史博物館２
階事務室前 ③「知られざる知の巨人・佐藤清明」の生涯と業績
をご紹介します 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倉敷市立自然
史博物館℡425-6037

かみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て         づく



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。

よかったらHPも見てね！

歌と絵本でABC
①6/19,7/17（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どなたでも20組程度（幼児は保護者同伴） ⑤無料 
⑥倉敷児童館℡429-1791（当日受付）

七夕短冊コーナー
①6/22～7/7（休館日以外の毎日） ②玉島図書館こどもしつ 
③七夕の短冊に願いごとを書いて，笹に飾りましょう ④どなた
でも ⑤無料 ⑥玉島図書館℡526-6011

七夕飾りをつくろう
①6/29（土）11：00～11：30 ②玉島図書館研修室 ③七夕
の笹に飾る星の短冊や，簡単にできる切り紙飾りを作ります。
持参品：はさみ，のり ④５歳以上親子15組 ⑤無料 ⑥玉島図書
館℡526-6011（要申込6/5～先着順）

七夕まつり
①7/7（日）10:00～11:15 ②倉敷児童館 ③七夕の行事を
みんなで楽しもう ④どなたでも（幼児は保護者同伴）80名 ⑤
無料 ⑥倉敷児童館℡429-1791（1ヶ月前～受付開始）

昆虫の採集方法と標本の作り方
①6/30（日）10:00～14:00 ②自然史博物館講義室 ③昆
虫採集の道具の使い方や標本の作り方について室内実習を
通して解説します ④どなたでも（申込み順先着60名） ⑤無料
（必要な方は採集用具・テキスト実費） ⑥倉敷市立自然史博物
館℡425-6037（前日までに申込）

植物の採集方法と標本の作り方
①7/15（月・祝）10:00～12:00 ②自然史博物館講義室 ③
植物の一般的な採集と標本作りの方法について，実習を交え
ながら解説します。 ④どなたでも（定員50名程度） ⑤無料（必
要な方は標本用具・テキスト実費） ⑥倉敷市立自然史博物館
℡425-6037（前日までに申込）

季節を楽しむおはなし会
①4/27,5/25,6/22（土）14:30～15:00 ②中央図書館 
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

わくわく実験室
①4/27（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター  実験実
習室 ③つくって飛ばそう 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）

わくわく実験室
①5/25（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 実験実
習室 ③生きもの不思議体験 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
①6/22（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 実験実習
室 ③浮いて沈んで浮力の実験 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）

自然と標本のGWスペシャル
①4/27（土）～5/6（月・祝） ②自然史博物館 ③標本室の見
学やワークショップなどを行います ④どなたでも ⑤無料（材
料費が必要なものは実費） ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-
6037

くにおじいちゃんのかみしばい
①4/27，5/25，6/22（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
①6/8（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「かえるのおはなし」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
①5/11（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「お出かけのおはなし」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
①7/13（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「ユーモアえほん」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

ポケットタイムＳＰ「ありがとうのメダル」
①5/11（土）11:00～11:30 ②水島図書館 こどもしつ ③
身近な材料でなどでメダルを作ります 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「あそべる工作」
①6/8（土）11:00～11:30 ②水島図書館 こどもしつ ③身
近な材料であそべる工作をします ④どなたでも ⑤無料 ⑥水
島図書館℡446-6918

おはなしぽんっ！ストーリーテリング
①5/26（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）

おもちゃバンク
①5/26,6/23,7/14（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℡429-1792（当日受付）

将棋入門・大会
①5/18,6/15(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。4/18～,
5/15～）

カプラで遊ぼう
①6/9(日)14:00～15:00 ②水島児童館 ③魔法の板と呼
ばれるカプラを使って遊ぼう 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）

押し花でフォトフレームを飾ろう
～オリジナルしおりつき～
①6/8（土）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③美しい
押し花を飾ったフォトフレームと，きれいなしおりを作ります ④
どなたでも 15名（小3以下は保護者同伴） ⑤400円 ⑥クル
クルセンター℡470-6681（要申込：5/23（木）締切）

サンドブラスト体験
～空きビンやグラスをアートしよう！～
①6/22（土）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③サンド
ブラストで空きビンやグラスに絵を付け，オリジナルの容器を作
ります ④どなたでも 12名（小3以下は保護者同伴） ⑤100円 
⑥クルクルセンター℡470-6681（要申込：6/6（木）締切）

オセロ大会
①5/25,6/22(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）

ねえ，おはなしして～ストーリーテリング
①4/27，5/25，6/22（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をストーリーテリングで
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

あつまれ!!こじまじどうかん～GO!GO!児童館～
①4/21(日)9:30～12:00 ②児島児童館 ③吹奏楽のコン
サートや子どもの劇場、ふわふわドームなど、楽しいコーナー
がいっぱい！みんなで来てね 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)

お花のプレゼントづくり～GO!GO!児童館～
①5/１2(日)10:00～11:00 ②児島児童館 ③季節のアレン
ジメントに挑戦しよう ④１０組。幼児は親子で ⑤500円 ⑥児
島児童館℡473-2844(要申込み4/12～先着順)

わかばのつどい～GO!GO!児童館～
①5/5(日・祝)10:00～11:30 ②児島児童館 ③遊びやクッ
キングをして楽しみましょう 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)

端午の節句まつり
①5/5（日・祝）10：00～15：00 ②玉島市
民交流センター ③ワークショップ，お茶会，エ
ア遊具などいろんなイベントがあります。み
んなで来てね ④どなたでも ⑤無料（ただし
参加費が必要なイベント有） ⑥玉島市民交
流センター℡526-1400（当日受付）

いちご大福づくり～GO!GO!児童館～
①4/28(日)10:00～11:30 ②児島児
童館 ③季節のくだものを使って、大福を
作ってみよう ④小学生以上20人 ⑤
150円 ⑥児島児童館℡473-2844
(要申込み3/28～先着順)

〈こどもの読書週間行事〉こどもの本クイズ
①4/23（火）～5/12（日） ②ライフパーク倉敷 図書室 ③絵
本や児童書を読んでクイズに挑戦しようよ ④幼児～小学生 
⑤無料 ⑥ライフパーク倉敷図書室℡454-0015

子ども読書の日記念おはなしひろばスペシャル
①4/27（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

佐藤清明と牧野富太郎・柳田國男・南方熊楠
①5/3（金・祝）時間未定 ②自然史博物館講義室 ③岡山県出
身の博物学者佐藤清明の活動を紹介します ④どなたでも（先
着60名） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037
（要申込）

こどもの日スペシャル
①5/4（土・祝）5/5(日・祝）10:00～15:30 ②倉敷科学セン
ター ③鉄道模型展、鉄道写真展、実験ショー 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）

〈こどもの読書週間行事〉
もくもくのおはなし・スペシャル
①4/25（木）10：30～11：00 ②ライフ
パーク倉敷　図書室 ③大型絵本や紙し
ばいなどの読み聞かせや手遊びをいっ
しょに楽しもう！ ④どなたでも ⑤無料 ⑥
ライフパーク倉敷図書室℡454-0015

ひとりしまいおはなしひろば＆
こどもの日クッキング
①5/5(日・祝)10:00～12:00 ②水島児童館 ③
こどもの日にちなんだお話＆簡単なクッキングを
します。お楽しみに！ ④どなたでも16人
(幼児は保護者同伴) ⑤無料 ⑥水島児童
館℡448-0650(要申込4/5～先着順）

〈こどもの読書週間行事〉
ＡＶブースでアニメをみよう！
①4/28（日）～5/6（月・祝） ②ライフパーク倉敷 図書室 ③
個人用ＡＶブースで、いっせいに「トムとジェリー」などのアニ
メみませんか ④どなたでも ⑤無料 ⑥ライフパーク倉敷図書
室℡454-0015

廃食油キャンドルを作ろう
①4/21（日）10:00～12:00 ②クル
クルセンター ③廃油を使って，可愛い
キャンドルを作ります ④どなたでも 15
名（小3以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥
クルクルセンター℡470-6681
（要申込：4/5（金）締切）

純銀ペンダントを作ろう
①5/19（日）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③焼くと
純銀に変わる銀粘土で，オリジナルのペンダントを作ります ④
どなたでも 15名（小3以下は保護者同伴） ⑤1350円 ⑥ク
ルクルセンター℡470-6681（要申込：5/3（金）締切）

おはなしひろばスペシャル
①5/25，6/22（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

わくわく工作室
①5/11（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 工作室 
③バランストンボ(厚紙） 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）

わくわく工作室
①7/13（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 工作室 ③
えっ動く！？紙の甲虫標本(磁石） 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）

わくわく工作室
①6/8（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 工作室 ③
ヘコヘコしゃくとり虫（おりがみ） 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）

きの音による演奏会
①5/12(日)14:00～14:45 ②水島児童館 ③きの音による演
奏会！楽しい演奏を身近で聴いてみよう 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）

天体観望会
①4/13，5/11，6/22（土）19:00～20:30 ②倉敷科学セン
ター ③月，春の星座，水星，木星 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2019年春」
①4/13（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倉敷市立自然史博物館℡425-6037（前日
までに申込）

自然観察会「ミズアオイの種まき会」
①3/31（日）10:00～12:00 ②倉敷市加須山 小瀬戸橋下
の河川敷 ③県内唯一の自生地を維持できるよう種まき会を
します。ネイチャーゲームと水生生物の採集と観察もします 
④どなたでも（小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立
自然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

自然観察会「春の海岸植物をみよう」
①4/28（日）時間未定 ②倉敷市玉島黒崎 ③春の海岸植物を観
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倉
敷市立自然史博物館友の会℡425-6037（前日までに申込）

倉敷美観地区で淡水魚を観察しよう－初夏編－
①5/18（土）時間未定 ②倉敷美観地区 ③美観地区を流れる
倉敷川の淡水魚を観察します ④どなたでも（定員あり，中学生
以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-
6037（要申込）

岡山県のタンポポ調査
①4/7（日）10:30～13:30 ②高梁市松原町神原 ③どこに
どのような種類のタンポポが生えているかをみんなで調べま
す ④どなたでも（小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷
市立自然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

植物教室「岡山県のタンポポ調査」
①4/6（土）10:00～14:30 ②自然史博物館とその周辺 ③
調査方法の説明と調査の取りまとめ方の講習会を兼ねて，岡山
県南部に生えるタンポポを観察します ④どなたでも ⑤無料 
⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

干潟の生き物しらべ
①6/15（土）時間未定 ②倉敷市児島通生の干潟 ③泥干潟の
生物を観察します ④どなたでも（定員あり，小学生以下は保護者
同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館友の会℡425-6037
（要申込）

由加わいわいキャンプ
①6/1（土）～2（日） ②倉敷市少年自然の家 
③家族で，野菜収穫，野外炊事，ミニ
ファイヤー，ホタル観賞などの野外活
動体験をします ④小中学生とその家
族（定員100名） ⑤大人3,700円 
子ども3,300円 ⑥倉敷市少年自然
の家℡477-5100（4/1～先着順）

夏だ！昆虫採集
①7/14（日）時間未定 ②倉敷市 ③身
近な自然の中でできる昆虫採集を体験
します。昆虫の生態や探すポイント，採集
方法についても伝授します ④どなたで
も（小学生以下は保護者同伴） ⑤無料
（必要な方は採集用具・テキスト実費） ⑥
倉敷市立自然史博物館℡425-6037
（前日までに申込）

こどもの日無料開放日
①5/5（日・祝）9:00～17:15 ②自然史博物館 ③当日に限
り，自然史博物館の観覧料が無料です ④どなたでも ⑤観覧料
無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037

スゲ観察会
①5/19（日）時間未定 ②総社市 ③現地でスゲ属植物を専門
家から説明を受けながら観察します ④どなたでも（小学生以
下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館友の会℡
425-6037（前日までに申込）

動物研究会 第９回魚類調査
①5/25（土）10:00～12:00 ②浅口市金光町里見川 ③里見
川で淡水魚の採集調査をします ④どなたでも（中学生以下は
保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037
（前日までに申込）

おかやま自然探訪61
①5/26（日）時間未定 ②真庭市 ③真庭市（旧久世町）の自然
を観察します ④どなたでも（小学生以下は保護者同伴） ⑤無
料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

おかやま自然探訪62
①6/16（日）時間未定 ②美作市巨勢 ③岩石・植物・昆虫・動物
を観察します ④どなたでも（小学生以下は保護者同伴） ⑤無
料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

ブッポウソウ観察会in鳥取
①6/29（土）8:00～18:00 ②鳥取県 
③鳥取県で子育てをするブッポウソウを
観察します ④どなたでも（定員あり，中学
生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立
自然史博物館℡425-6037（要申込）

ブッポウソウ巣立ち観察会in岡山
①7/13（土）8:00～17:00 ②吉備中央町ほか ③子育てす
るブッポウソウを観察します。ちょうど巣立ちの時期です ④ど
なたでも（定員あり，中学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉
敷市立自然史博物館℡425-6037（要申込）

第24回シダの世界
①6/30（日）時間未定 ②井原市 
③現地でシダ植物を専門家から
説明を受けながら観察します ④
どなたでも（小学生以下は保護者
同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史
博物館友の会℡425-6037（前
日までに申込）

中国山地の植物観察３
①6/1（土）9:00～15:00 ②岡山県立森林公園（鏡野町） ③
岡山県立森林公園の管理センターから最高峰，きたけ峰に登
頂後，展望の優れた千軒平まで歩く縦走登山です ④どなたで
も（小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博
物館℡425-6037（前日までに申込）

おーい みんなあそぼうよ！
①3/23（土），3/24（日），4/21，5/19，6/16（土）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

天文台公開
①4/27，6/8（土）20時集合 ②倉敷科学センター ③春の天
体，月 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）

一輪車であそぼう
①4/6,6/1,7/6（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） 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
①5/18(土)14:00～15:00 ②水島児童館 ③なおとお兄さ
んに一輪車の乗り方のコツを教えてもらって，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）

玉島武道館武道祭
①5/5（日・祝）10：00～12：20 ②玉島武道館（交流センター
体育棟1階） ③玉島武道館で活動している武道の団体が，市民
参加型のイベントを行います。気軽に来てね ④5歳以上（武道
団体によっては3歳もしくは6歳以上） ⑤無料 ⑥玉島市民交
流センター℡526-1400（当日受付）

卓球大会
①5/18(土)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)

一輪車であそぼう
①5/25 ,6 /22 (土 )14 :00～
15:00 ②玉島児童館 ③一輪車のい
ろんな技にチャレンジしよう！初心者
大歓迎 ④小学生以上 ⑤無料 ⑥玉島
児童館℡526-3400（当日受付可）

フリスビーであそぼう
①6/1(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)

卓球であそぼう
①7/6(土)15:30～16:30 ②
玉島児童館 ③いろんな人と試合
をして、腕を磨こう！ 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)

水の楽しさと危険を学ぼう!
①4/30(火･祝)10:00～11:30 ②水島緑地福田公園屋内
プール ③水の中の「危険」を楽しみながら学んでみよう！後半
はレクリエーション（水中リレーなど）で楽しもう！ ④小学新1
～4年生(定員20名) ⑤無料 ⑥Spoサポ倉敷℡434-3410
(日･祝休み)(4/8～先着順)

体験!トランポリン
5/18(土)10:00～12:00 ②玉島の森体育館 ③大きなトラ
ンポリンで色々な技にチャレンジしよう！ ④小学生(定員30名) 
⑤800円 ⑥下記参照

体験!ちびっこスポーツ
5/19(日)10:00～11:30 ②水島体育館 ③マット・跳び箱運
動などでしっかり！楽しく！体を動かします ④園児:新年長組(定
員20名) ⑤500円 ⑥下記参照

体験!チャレンジ跳び箱
5/19(日)13:30～15:00 ②水島体育館 ③開脚跳びの基
本動作からはじめ，「跳べた！」を目指し練習します。コツをつか
んで苦手を好きに変えよう！ ④小学新1～3年生(定員20名) 
⑤500円 ⑥下記参照

幼児のエンジョイ☆スペース
①5/31(金)10:00～15:00 ②倉敷運動公園 ウエイトリフ
ティング場 ③子供達が自由に遊べる空間を提供！(フリータイ
ム）跳び箱・平均台等、いろんな運動器具があるよ！ ④満3歳～未
就園児 ⑤500円/子ども1人 ⑥Spoサポ倉敷℡434-3410
(日･祝休み)※当日受付

卓球教室
①4/20,5/18,6/15,（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
①4/13,5/11,6/8,7/13(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)

上記はHPから,もしくはハガキに　⑴教室名⑵氏名（フリガ
ナ）⑶住所⑷昼間連絡先⑸学校(園)名・新学年を記入し,倉敷
市スポーツ振興事業団（〒710-0835 倉敷市四十瀬4番地）へ
郵送もしくは提出。市内運動公園窓口でも申込可。3名まで
連記可。問合わせ：℡434-3410（日・
祝休み）【5/8必着】

むしむし探検隊入隊説明会＆
オリエンテーション
①4/21（日）14:00～16:00 ②自然史博物館講義室 ③１
年を通して昆虫に関する専門知識を学びます ④小学５年生～
高校３年生 ⑤保険料・交通費実費 ⑥倉敷市立自然史博物館
℡425-6037（前日までに申込）



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。

よかったらHPも見てね！

歌と絵本でABC
①6/19,7/17（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どなたでも20組程度（幼児は保護者同伴） ⑤無料 
⑥倉敷児童館℡429-1791（当日受付）

七夕短冊コーナー
①6/22～7/7（休館日以外の毎日） ②玉島図書館こどもしつ 
③七夕の短冊に願いごとを書いて，笹に飾りましょう ④どなた
でも ⑤無料 ⑥玉島図書館℡526-6011

七夕飾りをつくろう
①6/29（土）11：00～11：30 ②玉島図書館研修室 ③七夕
の笹に飾る星の短冊や，簡単にできる切り紙飾りを作ります。
持参品：はさみ，のり ④５歳以上親子15組 ⑤無料 ⑥玉島図書
館℡526-6011（要申込6/5～先着順）

七夕まつり
①7/7（日）10:00～11:15 ②倉敷児童館 ③七夕の行事を
みんなで楽しもう ④どなたでも（幼児は保護者同伴）80名 ⑤
無料 ⑥倉敷児童館℡429-1791（1ヶ月前～受付開始）

昆虫の採集方法と標本の作り方
①6/30（日）10:00～14:00 ②自然史博物館講義室 ③昆
虫採集の道具の使い方や標本の作り方について室内実習を
通して解説します ④どなたでも（申込み順先着60名） ⑤無料
（必要な方は採集用具・テキスト実費） ⑥倉敷市立自然史博物
館℡425-6037（前日までに申込）

植物の採集方法と標本の作り方
①7/15（月・祝）10:00～12:00 ②自然史博物館講義室 ③
植物の一般的な採集と標本作りの方法について，実習を交え
ながら解説します。 ④どなたでも（定員50名程度） ⑤無料（必
要な方は標本用具・テキスト実費） ⑥倉敷市立自然史博物館
℡425-6037（前日までに申込）

季節を楽しむおはなし会
①4/27,5/25,6/22（土）14:30～15:00 ②中央図書館 
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

わくわく実験室
①4/27（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター  実験実
習室 ③つくって飛ばそう 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）

わくわく実験室
①5/25（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 実験実
習室 ③生きもの不思議体験 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
①6/22（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 実験実習
室 ③浮いて沈んで浮力の実験 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）

自然と標本のGWスペシャル
①4/27（土）～5/6（月・祝） ②自然史博物館 ③標本室の見
学やワークショップなどを行います ④どなたでも ⑤無料（材
料費が必要なものは実費） ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-
6037

くにおじいちゃんのかみしばい
①4/27，5/25，6/22（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
①6/8（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「かえるのおはなし」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
①5/11（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「お出かけのおはなし」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
①7/13（土）11：00～11：30 ②玉島図書館こどもしつ ③よ
みきかせ「ユーモアえほん」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

ポケットタイムＳＰ「ありがとうのメダル」
①5/11（土）11:00～11:30 ②水島図書館 こどもしつ ③
身近な材料でなどでメダルを作ります 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「あそべる工作」
①6/8（土）11:00～11:30 ②水島図書館 こどもしつ ③身
近な材料であそべる工作をします ④どなたでも ⑤無料 ⑥水
島図書館℡446-6918

おはなしぽんっ！ストーリーテリング
①5/26（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）

おもちゃバンク
①5/26,6/23,7/14（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℡429-1792（当日受付）

将棋入門・大会
①5/18,6/15(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。4/18～,
5/15～）

カプラで遊ぼう
①6/9(日)14:00～15:00 ②水島児童館 ③魔法の板と呼
ばれるカプラを使って遊ぼう 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）

押し花でフォトフレームを飾ろう
～オリジナルしおりつき～
①6/8（土）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③美しい
押し花を飾ったフォトフレームと，きれいなしおりを作ります ④
どなたでも 15名（小3以下は保護者同伴） ⑤400円 ⑥クル
クルセンター℡470-6681（要申込：5/23（木）締切）

サンドブラスト体験
～空きビンやグラスをアートしよう！～
①6/22（土）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③サンド
ブラストで空きビンやグラスに絵を付け，オリジナルの容器を作
ります ④どなたでも 12名（小3以下は保護者同伴） ⑤100円 
⑥クルクルセンター℡470-6681（要申込：6/6（木）締切）

オセロ大会
①5/25,6/22(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）

ねえ，おはなしして～ストーリーテリング
①4/27，5/25，6/22（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をストーリーテリングで
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

あつまれ!!こじまじどうかん～GO!GO!児童館～
①4/21(日)9:30～12:00 ②児島児童館 ③吹奏楽のコン
サートや子どもの劇場、ふわふわドームなど、楽しいコーナー
がいっぱい！みんなで来てね 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)

お花のプレゼントづくり～GO!GO!児童館～
①5/１2(日)10:00～11:00 ②児島児童館 ③季節のアレン
ジメントに挑戦しよう ④１０組。幼児は親子で ⑤500円 ⑥児
島児童館℡473-2844(要申込み4/12～先着順)

わかばのつどい～GO!GO!児童館～
①5/5(日・祝)10:00～11:30 ②児島児童館 ③遊びやクッ
キングをして楽しみましょう 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)

端午の節句まつり
①5/5（日・祝）10：00～15：00 ②玉島市
民交流センター ③ワークショップ，お茶会，エ
ア遊具などいろんなイベントがあります。み
んなで来てね ④どなたでも ⑤無料（ただし
参加費が必要なイベント有） ⑥玉島市民交
流センター℡526-1400（当日受付）

いちご大福づくり～GO!GO!児童館～
①4/28(日)10:00～11:30 ②児島児
童館 ③季節のくだものを使って、大福を
作ってみよう ④小学生以上20人 ⑤
150円 ⑥児島児童館℡473-2844
(要申込み3/28～先着順)

〈こどもの読書週間行事〉こどもの本クイズ
①4/23（火）～5/12（日） ②ライフパーク倉敷 図書室 ③絵
本や児童書を読んでクイズに挑戦しようよ ④幼児～小学生 
⑤無料 ⑥ライフパーク倉敷図書室℡454-0015

子ども読書の日記念おはなしひろばスペシャル
①4/27（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

佐藤清明と牧野富太郎・柳田國男・南方熊楠
①5/3（金・祝）時間未定 ②自然史博物館講義室 ③岡山県出
身の博物学者佐藤清明の活動を紹介します ④どなたでも（先
着60名） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037
（要申込）

こどもの日スペシャル
①5/4（土・祝）5/5(日・祝）10:00～15:30 ②倉敷科学セン
ター ③鉄道模型展、鉄道写真展、実験ショー 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）

〈こどもの読書週間行事〉
もくもくのおはなし・スペシャル
①4/25（木）10：30～11：00 ②ライフ
パーク倉敷　図書室 ③大型絵本や紙し
ばいなどの読み聞かせや手遊びをいっ
しょに楽しもう！ ④どなたでも ⑤無料 ⑥
ライフパーク倉敷図書室℡454-0015

ひとりしまいおはなしひろば＆
こどもの日クッキング
①5/5(日・祝)10:00～12:00 ②水島児童館 ③
こどもの日にちなんだお話＆簡単なクッキングを
します。お楽しみに！ ④どなたでも16人
(幼児は保護者同伴) ⑤無料 ⑥水島児童
館℡448-0650(要申込4/5～先着順）

〈こどもの読書週間行事〉
ＡＶブースでアニメをみよう！
①4/28（日）～5/6（月・祝） ②ライフパーク倉敷 図書室 ③
個人用ＡＶブースで、いっせいに「トムとジェリー」などのアニ
メみませんか ④どなたでも ⑤無料 ⑥ライフパーク倉敷図書
室℡454-0015

廃食油キャンドルを作ろう
①4/21（日）10:00～12:00 ②クル
クルセンター ③廃油を使って，可愛い
キャンドルを作ります ④どなたでも 15
名（小3以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥
クルクルセンター℡470-6681
（要申込：4/5（金）締切）

純銀ペンダントを作ろう
①5/19（日）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③焼くと
純銀に変わる銀粘土で，オリジナルのペンダントを作ります ④
どなたでも 15名（小3以下は保護者同伴） ⑤1350円 ⑥ク
ルクルセンター℡470-6681（要申込：5/3（金）締切）

おはなしひろばスペシャル
①5/25，6/22（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

わくわく工作室
①5/11（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 工作室 
③バランストンボ(厚紙） 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）

わくわく工作室
①7/13（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 工作室 ③
えっ動く！？紙の甲虫標本(磁石） 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）

わくわく工作室
①6/8（土）13:00～15:00 ②倉敷科学センター 工作室 ③
ヘコヘコしゃくとり虫（おりがみ） 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）

きの音による演奏会
①5/12(日)14:00～14:45 ②水島児童館 ③きの音による演
奏会！楽しい演奏を身近で聴いてみよう 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）

天体観望会
①4/13，5/11，6/22（土）19:00～20:30 ②倉敷科学セン
ター ③月，春の星座，水星，木星 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2019年春」
①4/13（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倉敷市立自然史博物館℡425-6037（前日
までに申込）

自然観察会「ミズアオイの種まき会」
①3/31（日）10:00～12:00 ②倉敷市加須山 小瀬戸橋下
の河川敷 ③県内唯一の自生地を維持できるよう種まき会を
します。ネイチャーゲームと水生生物の採集と観察もします 
④どなたでも（小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立
自然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

自然観察会「春の海岸植物をみよう」
①4/28（日）時間未定 ②倉敷市玉島黒崎 ③春の海岸植物を観
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倉
敷市立自然史博物館友の会℡425-6037（前日までに申込）

倉敷美観地区で淡水魚を観察しよう－初夏編－
①5/18（土）時間未定 ②倉敷美観地区 ③美観地区を流れる
倉敷川の淡水魚を観察します ④どなたでも（定員あり，中学生
以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-
6037（要申込）

岡山県のタンポポ調査
①4/7（日）10:30～13:30 ②高梁市松原町神原 ③どこに
どのような種類のタンポポが生えているかをみんなで調べま
す ④どなたでも（小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷
市立自然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

植物教室「岡山県のタンポポ調査」
①4/6（土）10:00～14:30 ②自然史博物館とその周辺 ③
調査方法の説明と調査の取りまとめ方の講習会を兼ねて，岡山
県南部に生えるタンポポを観察します ④どなたでも ⑤無料 
⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

干潟の生き物しらべ
①6/15（土）時間未定 ②倉敷市児島通生の干潟 ③泥干潟の
生物を観察します ④どなたでも（定員あり，小学生以下は保護者
同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館友の会℡425-6037
（要申込）

由加わいわいキャンプ
①6/1（土）～2（日） ②倉敷市少年自然の家 
③家族で，野菜収穫，野外炊事，ミニ
ファイヤー，ホタル観賞などの野外活
動体験をします ④小中学生とその家
族（定員100名） ⑤大人3,700円 
子ども3,300円 ⑥倉敷市少年自然
の家℡477-5100（4/1～先着順）

夏だ！昆虫採集
①7/14（日）時間未定 ②倉敷市 ③身
近な自然の中でできる昆虫採集を体験
します。昆虫の生態や探すポイント，採集
方法についても伝授します ④どなたで
も（小学生以下は保護者同伴） ⑤無料
（必要な方は採集用具・テキスト実費） ⑥
倉敷市立自然史博物館℡425-6037
（前日までに申込）

こどもの日無料開放日
①5/5（日・祝）9:00～17:15 ②自然史博物館 ③当日に限
り，自然史博物館の観覧料が無料です ④どなたでも ⑤観覧料
無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037

スゲ観察会
①5/19（日）時間未定 ②総社市 ③現地でスゲ属植物を専門
家から説明を受けながら観察します ④どなたでも（小学生以
下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館友の会℡
425-6037（前日までに申込）

動物研究会 第９回魚類調査
①5/25（土）10:00～12:00 ②浅口市金光町里見川 ③里見
川で淡水魚の採集調査をします ④どなたでも（中学生以下は
保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037
（前日までに申込）

おかやま自然探訪61
①5/26（日）時間未定 ②真庭市 ③真庭市（旧久世町）の自然
を観察します ④どなたでも（小学生以下は保護者同伴） ⑤無
料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

おかやま自然探訪62
①6/16（日）時間未定 ②美作市巨勢 ③岩石・植物・昆虫・動物
を観察します ④どなたでも（小学生以下は保護者同伴） ⑤無
料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（前日までに申込）

ブッポウソウ観察会in鳥取
①6/29（土）8:00～18:00 ②鳥取県 
③鳥取県で子育てをするブッポウソウを
観察します ④どなたでも（定員あり，中学
生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立
自然史博物館℡425-6037（要申込）

ブッポウソウ巣立ち観察会in岡山
①7/13（土）8:00～17:00 ②吉備中央町ほか ③子育てす
るブッポウソウを観察します。ちょうど巣立ちの時期です ④ど
なたでも（定員あり，中学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉
敷市立自然史博物館℡425-6037（要申込）

第24回シダの世界
①6/30（日）時間未定 ②井原市 
③現地でシダ植物を専門家から
説明を受けながら観察します ④
どなたでも（小学生以下は保護者
同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史
博物館友の会℡425-6037（前
日までに申込）

中国山地の植物観察３
①6/1（土）9:00～15:00 ②岡山県立森林公園（鏡野町） ③
岡山県立森林公園の管理センターから最高峰，きたけ峰に登
頂後，展望の優れた千軒平まで歩く縦走登山です ④どなたで
も（小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博
物館℡425-6037（前日までに申込）

おーい みんなあそぼうよ！
①3/23（土），3/24（日），4/21，5/19，6/16（土）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

天文台公開
①4/27，6/8（土）20時集合 ②倉敷科学センター ③春の天
体，月 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）

一輪車であそぼう
①4/6,6/1,7/6（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） 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
①5/18(土)14:00～15:00 ②水島児童館 ③なおとお兄さ
んに一輪車の乗り方のコツを教えてもらって，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）

玉島武道館武道祭
①5/5（日・祝）10：00～12：20 ②玉島武道館（交流センター
体育棟1階） ③玉島武道館で活動している武道の団体が，市民
参加型のイベントを行います。気軽に来てね ④5歳以上（武道
団体によっては3歳もしくは6歳以上） ⑤無料 ⑥玉島市民交
流センター℡526-1400（当日受付）

卓球大会
①5/18(土)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)

一輪車であそぼう
①5/25 ,6 /22 (土 )14 :00～
15:00 ②玉島児童館 ③一輪車のい
ろんな技にチャレンジしよう！初心者
大歓迎 ④小学生以上 ⑤無料 ⑥玉島
児童館℡526-3400（当日受付可）

フリスビーであそぼう
①6/1(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)

卓球であそぼう
①7/6(土)15:30～16:30 ②
玉島児童館 ③いろんな人と試合
をして、腕を磨こう！ 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)

水の楽しさと危険を学ぼう!
①4/30(火･祝)10:00～11:30 ②水島緑地福田公園屋内
プール ③水の中の「危険」を楽しみながら学んでみよう！後半
はレクリエーション（水中リレーなど）で楽しもう！ ④小学新1
～4年生(定員20名) ⑤無料 ⑥Spoサポ倉敷℡434-3410
(日･祝休み)(4/8～先着順)

体験!トランポリン
5/18(土)10:00～12:00 ②玉島の森体育館 ③大きなトラ
ンポリンで色々な技にチャレンジしよう！ ④小学生(定員30名) 
⑤800円 ⑥下記参照

体験!ちびっこスポーツ
5/19(日)10:00～11:30 ②水島体育館 ③マット・跳び箱運
動などでしっかり！楽しく！体を動かします ④園児:新年長組(定
員20名) ⑤500円 ⑥下記参照

体験!チャレンジ跳び箱
5/19(日)13:30～15:00 ②水島体育館 ③開脚跳びの基
本動作からはじめ，「跳べた！」を目指し練習します。コツをつか
んで苦手を好きに変えよう！ ④小学新1～3年生(定員20名) 
⑤500円 ⑥下記参照

幼児のエンジョイ☆スペース
①5/31(金)10:00～15:00 ②倉敷運動公園 ウエイトリフ
ティング場 ③子供達が自由に遊べる空間を提供！(フリータイ
ム）跳び箱・平均台等、いろんな運動器具があるよ！ ④満3歳～未
就園児 ⑤500円/子ども1人 ⑥Spoサポ倉敷℡434-3410
(日･祝休み)※当日受付

卓球教室
①4/20,5/18,6/15,（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
①4/13,5/11,6/8,7/13(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)

上記はHPから,もしくはハガキに　⑴教室名⑵氏名（フリガ
ナ）⑶住所⑷昼間連絡先⑸学校(園)名・新学年を記入し,倉敷
市スポーツ振興事業団（〒710-0835 倉敷市四十瀬4番地）へ
郵送もしくは提出。市内運動公園窓口でも申込可。3名まで
連記可。問合わせ：℡434-3410（日・
祝休み）【5/8必着】

むしむし探検隊入隊説明会＆
オリエンテーション
①4/21（日）14:00～16:00 ②自然史博物館講義室 ③１
年を通して昆虫に関する専門知識を学びます ④小学５年生～
高校３年生 ⑤保険料・交通費実費 ⑥倉敷市立自然史博物館
℡425-6037（前日までに申込）
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●メールアドレスは  E-mail： edulife@city.kurashiki.okayama.jp●ホームページアドレスは  URL： https://kurashiki-kids.jp/

クイズおいしそうな

ものばかり

きみはどれがす
き？

V
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の
ク
イ
ズ
の
こ
た
え

（応募多数の時は抽選）
必ず学校名と名前を書いて
子どもセンターに送ってね。
しめきり：4月30日

　　　    おう  ぼ   た すう      とき     ちゅうせん

　かなら    がっこうめい　   な  まえ　　 か            

     こ　　   　　　　　　　　　　　おく                   

上の 　〜　 の季節の行事と関係ある

下の食べ物をむすんでみて。

　　　　　　　　           き    せつ  　　ぎょう  じ  　      かん  けい

た　　    もの

今回はカンタンだよね
こんかい

まだまだ、募集中！
どんどん送ってね、
待ってるよー。

●伝言板に
　のせたいこと
●住所・電話番号　
●名前（必ず書いてね）
●学校名　
●学年
●匿名希望する・しない
●ペンネーム

　　でんごんばん

　

　　じゅうしょ でん わ  ばんごう　

　　 な まえ

　　がっこうめい

　　がくねん

　　とくめい き ぼう

伝言板
コーナー

はがきでん     ごん　　ばん

　　　　　　　　　ぼしゅうちゅう

　　　　　　　　おく

 ま

おたより
ありがとう!!
ちょこっと
ご紹介

こんな情報や質問が

届いたよ。

こんな情報や質問が

届いたよ。

　　　　　　　　じょうほう　　　しつ  もん

 とど

カゼ引かないようにね。
うがい、手洗い、忘れずに。

ひ

　 て  あら　　　わす

予告
よ       

こく 第48回キッズチャレンジ広場 
だい　　　　　　　     かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ひろ        ば

6月にラーフパークで開催予定だよ。 空き缶を使った、かんたんな万華鏡

をつくるよ。 詳しい日時は、ホームページに掲載するから、要チェック！

 　   がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　かい  さい  よ    てい　　　　　　　　あ　     　かん　   　つか　　　　　　　　　　　　　　　　     　　まん   げ きょう

　　　　　　　　　　　　　     くわ　　           にち   じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　けい さい　　　    　　　　　　　 よう

キャラクターグッズがあたるよ。
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