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レッツチャレンジ
にち じ がつ にち ど

日時：7月13日（土）

14：00～15：00
ない よう つく

内容：カプラでナイアガラを作ろう

と けい づく

時計作り
にち じ がつ か すい

日時：7月24日（水）

10：00～11：30
ていいん めい た すう ちゅうせん

定員：10名（多数抽選）
ひ よう えん

費用：350円
もうしこみ がつ か ど

申込：7月6日（土）
ひよう も じどうかん

9：３０～９：４５に費用を持って児童館へ

つく

①くるみボタンを作ろう
い どう つく

②移動ポケットを作ろう
にち じ がつ にち きん

日時：7月26日（金）

①10：30～11：15

②13：30～15：00
たいしょう しょうがく ねんせい しょうがく ねんせい

対象：①小学1～6年生 ②小学３～６年生
ひ よう えん えん

費用：①５０円 ②１００円
てい いん めい めい たすう ちゅうせん

定員：①１０名 ②６名 （多数抽選）
もうしこみ がつ か ど

申込：７月６日（土） ９：３０～９：４５
ひ よう も じ どうかん

に費用を持って児童館へ
でん き きょう しつ

電気教室
にち じ がつ にち げつ

日時：７月２９日（月）10：00～11：30
ないよう くだ もの や さい つか でん ち つく

内容：果物や野菜を使って電池を作ろう
てい いん めい た すう ちゅうせん

定員：20名（多数抽選）
も もの すいぶん

持ち物：レモン・水分・タオル
うわ ば ぶくろ

上履き・ビニール袋
もうしこみ がつ にち ど

申込：7月13日（土）
じどうかん

9：30～9：45に児童館へ

たい けん

トールペイント体験
にち じ がつ か か

日時：８月６日（火）９：３０～１２：００
ひ よう えん ていいん めい た すうちゅうせん

費用：３５０円 定員：8名（多数抽選）
もうしこみ がつ か にち

申込：７月７日（日）
ひ よう も じ どう かん

９：３０～９：４５に費用を持って児童館へ

フラダンス
にち じ がつ にち にち か かん

日時：８月２７日～２９日（３日間）
９：３０～１０：３０

ていいん めい せんちゃくじゅん

定員：１５名（先着順）
もうしこみ がつ にち げつ

申込：７月２２日（月）
でんわ か だい り ふ か

９：３０～電話可・代理不可

ウォーターノート
にち じ がつ にち か

日時：８月１３日（火）

１０：００～１１：００
てい いん めい たすうちゅうせん

定員：10名（多数抽選）
ひ よう えん

費用：３００円
もうしこみ がつ にち きん

申込：７月２６日（金）

９：３０～９：４５に
ひよう も じどうかん

費用を持って児童館へ

こうさく しゃ

ダンボール工作ワゴン車
にち じ がつ か ど

日時：８月２４日（土）

１０：００～１２：００
ていいん めい た すうちゅうせん

定員：１０名（多数抽選）
もうしこみ がつ にち きん

申込：７月２６日（金）
じどうかん

９：３０～９：４５に児童館へ

さやまだい じどうかん ごうどう

デイキャンプ（狭山台児童館合同）
にち じ がつ か か しゅうごう

日時：８月２０日（火）８：３０集合～１５：0０
ばしょ ひだかし きんちゃくだ

場所：日高市巾着田
うてんじ ところざわ こう くう は っしょう き ねん かん

雨天時：所沢航空発祥記念館
ていいん かくかん めい た すう ちゅうせん

定員：各館１５名（多数抽選）
ひよう えん

費用：５００円
もうしこみ がつ にち にち

申込：７月２８日（日）
ひよう も どうかん

９：３０～９：４５に費用を持って同館へ

ははおや きょうさい

母親クラブ共催なつまつり
がつ か ど

７月２０日（土）９：００～１３：００
ごう

おまつり号みてね

きゅう かん び

休館日とおしらせ
がつ にち にち かんないせいそう ためりんじきゅうかん

7月２１日（日）は館内清掃の為臨時休館します。
ため だい もくようび かいかん

その為、第３木曜日は開館します。
かくじぎょう くわ ないよう じどうかん

※各事業の詳しい内容は、ＨＰまたは児童館まで
と あ

お問い合わせください。

ひろ せ じ どう かん しょう がく せい ばん がつ

おやこ

親子バス（アミーゴ）
にちじ がつ にち すい

日時：８月２１日（水）
しゅうごう

９：２０（集合）～１２：３０
ないよう ようもう づく

内容：羊毛フェルトでボード作り
ていいん くみ たすうちゅうせん

定員：１０組（多数抽選）
ひよう ひとり えん とうじつしゅうきん

費用：一人５００円（当日集金）
もうしこみ がつ か にち

申込：７月７日（日）
じどうかん

９：３０～９：４５に児童館へ



　    　    申込：なし（当日同館へ）

              定員：10組（先着順）　　持ち物：水分・タオル

              対象：未就学児のお子さんと保護者の方

              内容：魚の形のマーブリングを作るよ！！

　　 　    日時：7月30日（火）　10：30～11：30

　　　　　　　　　　　　マーブリング

　　✿親子たいそう✿　　　　　　7月22日（月）　10：30～11：00

            対象：乳幼児と保護者・小学生・中学生

　　　    申込：なし（当日同館へ） 　　✿小さなアルバム作り✿　　　7月25日（木）　10：30～11：00

　　✿くまさんのパペット作り✿　7月23日（火）　10：30～11：00

　　✿ハッピーバースデー✿　　　7月12日（金）　10：30～11：30

　　✿バルーンで作ろう✿　　　　7月8日（月）　10：30～11：30

　　　　 対象：2歳～4歳のお子さんと保護者の方

   　　    定員：20名（先着順）　　持ち物：水分・タオル

　　　    申込：なし（当日同館へ）

　　　　　　　　　　カプラで遊ぼう

　　　   日時：7月15日（月）　10：00～11：00

            内容：カプラを使って遊ぼう

　　　     内容：さかなつりをしよう！！

              対象：2歳～未就学児のお子さんと保護者の方

              定員：10組（先着順）　申込：なし（当日同館へ）

  　　　　　  チャイルドルーム
　　　　 日時：7月12日（金）　10：30～11：30

             内容：巧技台・誕生日会・河原文庫お話会

　　　　　　　　　　水族館を作ろう
　　　     日時：7月1日（月）　9：00～　　先着15名！！

　　　     内容：壁面に手形スタンプで水族館を作ろう

       　    対象：乳幼児と保護者の方　 申込：なし（当日同館へ）

　　　　　　　　　  作ってあそぼう

              日時：7月5日（金）　10：00～10：30

　　　　　　　 　 母親クラブ共催　夏まつり

       　　　  申込：なし（当日同館へ）

 　　　　 費用：模擬店のみ実費　　　持ち物：小銭・靴袋

　　　　  対象：0歳～18歳までのお子さんと保護者の方

　　　　　　　 お化け屋敷・模擬店など

　　　　  内容：母親クラブゲーム・フラダンス・河原文庫お話会

　　　　  日時：7月20日（土）　9：00～13：00

プレイス広瀬（直通）
☎０４－２９５２－７１４０


