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おんがく いん ぼしゅう

音楽クラブ員募集
にち じ がつ れいわ ねん がつ おも にちよう び

日時：7月～令和３年３月 主に日曜日
ていいん めい もうしこ し き がつ にち ど

定員：15名※申込み締め切り７月１１日（土）まで
ひ よう かい ちょうしゅうよてい

費用：クリスマス会のみ徴収予定

いん ぼしゅう

ゆうゆうクラブ員募集
にち じ がつ れいわ ねん がつ し てい ど よう び

日時：７月～令和３年３月 指定の土曜日
ないよう がっこう がくねん ちが ともだち いろいろ たいけん

内容：学校や学年の違ったお友達と色々なことを体験しよう
くさ き ぞ ひろ せ ななこ お

（ゲートボール・草木染め・ボウリング・広瀬斜子織りなど）
ていいん めい もうしこ し き がつ か きん

定員：２０名※申込み締め切り７月３日（金）まで
ひ よう かつどう ないよう しゅうきん

費用：活動内容により集金あり

定員になるまで、または、各事業の

申し込み締め切りまで募集いたします。

ひろ せ じ どう かん しょう がく せい ばん がつ

今後の対応については状況を踏まえ、
市の対応・方針に従って判断いたします。
市内児童館４館すべて５月イベント・申し込みは

ありません。詳細は各児童館へお問合せください。
（広瀬児童館では、通年の事業の申し込みを

引き続きしております。）

く き いん ぼしゅう

組み木クラブ員募集
にち じ がつ がつ してい にちようび

日時：９月～１２月 指定の日曜日
ないよう でんき つか あそ さくひん つく

内容：電気のこぎりを使って遊べる作品を作ります
たいしょう しょうがくせい ねんせい ほご しゃ どうはん

対象：小学生（1・2年生は保護者同伴）
ていいん めい もうしこ し き がつ にち ど

定員：10名※申込み締め切り７月２５日（土）まで
ひよう えん

費用：８００ 円

しょうちゅうこうこうせい いんぼしゅう

小中高校生ボランティアクラブ員募集
にち じ がつ れいわ ねん がつ し てい どようび

日時：７月～令和３年３月 指定の土曜日
ないよう じゅんび じ どう かん しょく ば たいけん

内容：おまつりの準備や児童館の職場体験など
たいしょう しょうがく ねんせい ねんせい ちゅうがくせい こうこうせい

対象:小学４年生～６年生・中学生・高校生
ていいん めい もうしこ し き がつ か きん

定員：10名※申込み締め切り７月１０日（金）まで
づく ぼしゅう

オリジナルカレンダー作り募集
にち じ がつ れい わ ねん がつ してい ど よう び

日時：７月～令和３年３月 指定の土曜日
ていいん めい もうしこ し き がつ か きん

定員：１０名※申込み締め切り７月２４日（金）まで

いちりんしゃ いん ぼしゅう

一輪車クラブ員募集
にち じ がつ れいわ ねん がつ してい どようび

日時：７月～令和３年３月 指定の土曜日
ないよう はる はっ ぴょうかい む れんしゅう

内容：春まつり発表会に向けての練習
じ かん しょ しん しゃ む

時間１０：００ジュニア（初心者向け）
くう ちゅうの かた

１１：００チャレンジ（空中乗りやアイドリングができる方）
ていいん かく めい もうしこ し き がつ か きん

定員：各１５名※申込み締め切り７月２４日（金）まで

ひろせ じどうかん

広瀬児童館のブログに
し あそ

お知らせや遊びをのせています。
ときどき

時々のぞいてみてね！

みなさんおげんきですか！？
げんき すがた わら ごえ き

みんなの元気にあそぶ姿や笑い声が聞こえない
じどうかん

児童館はとってもさみしいです．．．。
こえ き

みんなの声が聞きたいな～😊
せんせい

そんな先生たちとおしゃべりしませんか❕

おうちのこと、ともだちのこと、はまっていること、
おもしろかったこと．．．

なんでもいいので、おしゃべりしよう！
でんわ

お電話まっていま～す☆

ひろせじどうかん ０４-２９５２-７１２０
でんわばんごう

※電話番号をまちがえないようにしてね

ミニおしゃべりタイム😊

どう ぶつ ふ し ぎ

動物の不思議
なに け

①サイのつのは何でできてる？ なんと毛がかたまったもの。

②シマウマはヒヒーンとなく？ なんとワンワンとなくそうです。
うし

③キリンのなきごえは？ 牛のようにモーとなく。
じかん ぷん

④きりんのすいみん時間はどのくらい？ ２０分だそうです！
じかん じかん

なまけものは２０時間、コアラは２２時間。
ね

たくさん寝るね～
あか あせ あか あせ

⑤カバは赤い汗をかく？ 赤い汗をかくそうです。
け いろ しろ とうめい

⑥ほっきょくぐまの毛の色は白？ なんと透明なんです。
し いろいろ

いくつ知っていたかな？ほかにも色々しらべてみよう！



広瀬児童館 04-2952-7120
プレイス広瀬 04-2952-7140

来館時に検温と体調についてのご質問をさせて

頂きます。ご協力をお願いいたします。

プレイス広瀬 ☎04-2952-7140

今後の対応については、状況を踏まえ
市の対応・方針に従って判断いたします。

ご了承ください。
ご不明な点は、児童館までお問い合わせください。

こいのぼりの
歌に合わせて

💛いないいないばぁ💛

お子さんの顔の前にハンカチを
ひらひらさせてうたいます！
うたい終わったら、

いないいないばあ💛

館内のトイレの床が

きれいになりました。

少し明るくなったようです！

休館中に館内をきれいにして

開館の準備をしています！

シルバニアのお人形を新しくしました！
広瀬児童館では、大人気のシルバニア💛

あかちゃんのお人形もそろえました。

みんなの笑顔がとても楽しみです。

これからも少しずつおもちゃを新しくしていこうと

思っています。 お楽しみに！

来館時の

手洗い・うがいを

お願いいたします。

作ってあそぼう！
児童館が休館中なので、５月の作って遊ぼうで作る予定だった

「いないいないばぁお面」を紹介します。ぜひ作ってみてください☆

①ティッシュ箱を用意

します。四つ角に向か

って、黒い線を切りま

す。

②ティッシュ箱の角から斜めに

切り込みを２か所入れます。

床についている反対側も同様に

切り込みを入れます。

③土台が出来上がり

ました。

④お子さんが好きな動物や

キャラクターの顔と手を付け

出来上がりです。
⑤いないいないばあっ！

広瀬児童館では、時々ブログを更新しています。

児童館の最新のお知らせや、お家で遊べることなど

載せています。遊びのヒントにしていただけたら

嬉しいです。

児童館の花壇には ラベンダーやローダンセマム、

入り口にはローズマリーが良い匂いを

漂わせています。

みなさんにも素敵な香りを届けたいです。

こいのぼり ♬

やのより たかい

こいのぼり

おおきい まごいは

おとうさん

ちいさい ひごいは

こどもたち

おもしろそうに およいでる

おおきくなあれ💛


