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カプラであそぼう
にち じ がつ にち もく

日時：8月22日(木) 10：00～11：00
たいしょう みしゅうがくじ おや こ しょうがくせい こうこうせい

対象：未就学児の親子、小学生～高校生
も もの すい ぶん あ ふ

持ち物：水分・汗拭きタオル
もうしこみ とうじつ じどうかん

申込：なし(当日児童館へ)

かん づく

缶バッチ作り
にち じ がつ にち げつ

日時：8月２6日（月）10：00～11：00
ひ よう こ えん ひとり こ たい しょう しょうがくせい

費用：1個100円(1人2個まで) 対象：小学生
も もの しゃ しん き ぬ ちょっけい いじょう

持ち物：写真やイラストの切り抜き(直径5．5㎝以上)
もうしこみ とうじつ じどうかん

申込：なし(当日児童館へ)

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 じどうかん でんわ

申込：児童館へ電話してね♪

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 じどうかん

９：３０～９：４５に費用を持って児童館へ
じ どう かん

児童館からのおねがい
あつ ひ つづ

★暑い日が続いています。

すいぶんほきゅう

こまめに水分補給をしましょう。
じどうかん の みず ちゃ

(児童館で飲むときは水・お茶・

か

スポーツドリンクのみ可)

こうおん かんてい あそ

★高温のときは、館庭では遊べません。

きゅう かん び

休館日とおしらせ
だい もくようび きゅうかんび

第３木曜日は休館日です。
こんげつ がつ にち もく

今月は8月15日(木)です。

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：1人５００円（当日集金）
もうしこみ じどうかん でんわ

申込：児童館へ電話してね♪

えい が かい

こども映画会
にち じ がつ にち

日時：８月31日 10：30～11：00
９：３０～１０：３０

ないよう とうじつ たの

内容：当日のお楽しみ
たいしょう ようじ ほ ご しゃ しょうがくせい

対象：幼児と保護者・小学生
もうしこみ とうじつ じどうかん

申込：なし(当日児童館へ)



　　　　　　　　　幼児バス遠足

　　　　　　　　　おもちゃの病院

　申込：8月23日(金)　９：30～　電話可・代理不可

　持ち物：お弁当・おやつ・着替え一式・水分・シート・帽子

　対象：2歳～未就学児の親子　　定員：20組(先着順)

　場所：あけぼのの森公園(雨天時：入間児童センター)

　日時：9月11日(水)　９：４５～１２：３０

　ママのリラックスタイム　～ココロもカラダも美しい母～

　日時：9月4日(水)　10：30～11：30

　対象：6ヶ月～18歳のお子さんの保護者の方　　定員：6名

　持ち物：水分・汗拭きタオル・動きやすい服装

　申込：8月19日(月)　9：30～　電話可・代理不可

　　　　　　親子リトミック
　日時：9月9日(月)　10：30～11：00

　対象：2歳～未就学児のお子さんと保護者の方

　定員：20名（先着順）　　持ち物：水分・動きやすい服装

　 申込：8月21日（水）　9：30～　電話可・代理不可

　　　　　　　　　　　　水遊び
　日時：①8月2日(金)・9日(金)・16日(金)　10：00～11：00

　対象：乳幼児と保護者の方

　持ち物：着替え・水分・タオル・替えの靴・帽子

　　　　　※保護者の方も濡れて良い服装・着替え等

       ピョンピョン＆チャイルド　合同水遊び
　日時：8月23日（金）　10：30～11：30

　対象：1歳半～4歳児のお子さんと保護者の方 　✿ハッピーバースデー✿　　8月8日（木）　10：30～11：30

　持ち物：着替え・水分・替えの靴・帽子

　　　　　※保護者も濡れて良い服装・着替えなど

　✿合同みずあそび✿　　　　8月23日（金）　10：30～11：30　

　　　　　　　　　　　　　９：30～16：00（合同水遊びの時間は作れません）

　✿キーホルダーを作ろう✿　8月2日（金）　9日(金)　16日（金）　23日（金）

　申込：8月23日(金)　９：30～　電話可・代理不可

　費用：部品代のみ実費

　内容：壊れたお子さん用のおもちゃの修理

　日時：9月14日（土）　９：00～12：00

プレイス広瀬（直通）
☎０４－２９５２－７１４０

申込はないので、

当日児童館へ♪

申込はないので、

当日児童館へ♪

詳しくは
プレイス広瀬まで♪

【保育有り】


