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ひろ せ じ どう かん しょう がく せい ばん がつ

１１月から児童館の利用方法が少し変わりますが当分の間、

児童館の利用は予約制といたします。今後の様子によっては

変更や中止となる場合があります。

今後の対応については市の判断・方針に従って判断いたします。
じ どう かん り ようほうほう へんこう

＜児童館の利用方法の変更＞
さい さい こ ほ ご しゃ かた いっしょ あそ

０歳～１８歳のお子さんと保護者の方が一緒に遊べるようになり、
へいじつ あそ

平日も遊べるようになりました。

①９：３０～１１：３０ ②１４：００～１６：３０
ていいん かく めい せん ちゃく じゅん

定員：①②各４０名（先着順）
りようび ぜんじつ でんわ よやく き とうじつ あ ばあい りよう

・利用日の前日に電話で予約をしてから来てください（当日も空きがある場合は利用できます）
じぎょう さんか ばあい もうしこ び うけつけ

・事業に参加したい場合は、申込み日から受付しています。
じぎょう ひ ていいん かぎ りよう ひ

・事業がある日は、定員に限らず利用できない日があります。
しがい かた りよう あそ かぎ

・市外の方もご利用になれます。 ・遊べるおもちゃが限られています。
しょうさい じどうかん と あ

・詳細については、児童館までお問い合わせください。

きゅうかんび がつ にち もく だい もく ようび ため やす

休館日 １１月１９日（木）第３木曜日の為、お休みします。

じどうかん りよう とき じゅうしょ でんわ ばんごう か

児童館を利用する時に、住所と電話番号を書いてもらいます。
か おぼ かみ か も

書けるように、覚えてくるか、紙に書いて持ってきてください。

９月から開始した事業に関しては、「狭山市が主催または共催するイベント等に

おける新型コロナウィルス感染症拡大防止の基本的なガイドライン」に沿って

実施しております。詳しい内容は、狭山市役所ホームページの狭山市イベント

ガイドラインをご確認ください。

かつどう

９月からクラブ活動がはじまりました‼
こんげつ しゅげい きょうしつ ようす しょうかい

今月は、手芸教室の様子を紹介します。
てぬい きんちゃく つく

手縫いとミシンで巾着を作りました。

さと ほ こさめ けっこう

里いも掘り（小雨決行）
にちじ がつ にち にち

日時：１１月２９日（日）①９：３０～②１０：１５～
ばしょ ちこう ざん こうえん ちか はたけ げんち しゅうごう げんち かいさん

場所：智光山公園近くの畑（現地集合・現地解散）
たいしょう みしゅう がくじ しょうがくせい ほ ご しゃ かた

対象：未就学児～小学生と保護者の方
ていいん かく くみ せんちゃく じゅん ひよう かぶ えん

定員：①②各５組（先着順） 費用：２株５００円
も もの ひよう ながぐつ ぐんて ぼうし すいぶん あまぐ

持ち物：費用・長靴・軍手・帽子・水分・タオル・雨具など
もうし こ がつ か げつ でんわ か だいり ふ か

申込み：１１月２日（月）９：３０～電話可・代理不可

しょうがくせい こうさく ねん が じょう づく

小学生工作（年賀状作り）
がつ か にち

１２月６日（日）１０：００～１１：００
ねん が じょう つく

ステンシルでかわいい年賀状を作ろう
ていいん めい せんちゃくじゅん

定員：８名（先着順）
も もの うわば すいぶん

持ち物：上履き・水分
もうしこ がつ か ど

申込み：１１月１４日（土）
でんわ か だいり ふ か

９：３０～電話可・代理不可

しょうがくせい かい がつ か にち

☆小学生クリスマス会 １２月２０日（日）１０：００～１１：３０
もうしこ がつ か ど でんわ か だいり ふ か

申込み：１２月５日（土）９：３０～電話可・代理不可
ひよう えん ていいん めい せんちゃくじゅん しょう さい らい げつ ごう み

費用：１００円 定員：１５名（先着順） 詳細は来月号を見てね

レッツチャレンジ
がつ か ど

１１月７日（土）１４：００～１４：３０
ことば かいだん

言葉の階段にチャレンジ
ていいん めい せんちゃくじゅん

定員：１０名（先着順）
もうしこ がつ にち ど

申込み：１０月３１日（土）
でんわ か だいり ふ か

９：３０～電話可・代理不可
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１１月から児童館利用の制限が緩和されましたが、当分の間、利用は電話での

予約制といたします。今後の様子によっては変更や中止となる場合があります。

今後の対応については市の判断・方針に従って判断いたします。

９月から開始した事業に関しては、「狭山市が主催または共催するイベント等における

新型コロナウィルス感染症拡大防止の基本的なガイドライン」に沿って実施して

おります。詳しい内容は、狭山市役所ホームページの狭山市イベントガイドライン

をご確認ください。

休館日

１1月１9日（木）第３木曜日の為、休館いたします。

プレイス広瀬 ０４－２９５２－７１４０

<児童館利用方法の変更について>
０歳～１８歳のお子さんと保護者の方が一緒に遊べるようになりました。

市外の方もご利用になれます。
（市外の方の事業参加については、申込み日の１週間後に空きがある場合のみ参加できます）

①９：３０～１１：３０ ②１４：００～１６：３０
定員：①②各４０名（先着順）
申込み：前日に電話で予約（前日が休館日の場合は2日前）

（当日空きがある場合はご利用できます）
・事業のある日は定員に限らず利用できない日があります。お問い合わせください。
・定員は、人数によって組数が変更になる場合があります。

・詳細については、ホームページ又は、児童館にお電話でお問い合わせください。

☆１１月７日（土）ファミリータイム（バスに乗って里芋掘り） ９：３０～１１：３０

☆１１月９日（月）ハッピーバースデー １０：００～１０：３０

☆１１月１２日（木）ハッピータイム（バルーンで作ろう） １０：００～１０：３０

☆１１月１６日（月）ピョンピョンルーム（親子たいそう） １０：００～１０：３０

☆１１月１８日（水）背骨＆骨盤調整レッスン １０：００～１１：００
☆１１月２０日（金）ベビールーム （クリスマス飾り作り） １０：００～１０：３０
☆１１月３０日（月）小さなアルバム作り １０：００～１０：３０

里いも掘り 現地集合・現地解散・小雨決行

日時：１１月２９日（日）①９：３０～②１０：１５～
場所：智光山公園近くの畑

内容：家族みんなで里芋を掘ろう

対象：未就学児～小学生のお子さんと保護者の方

定員：①②各５組（先着順）

費用：２株５００円（当日集金）

持ち物：長靴・費用・軍手・帽子・水分・タオル・雨具など

申込み：１１月２日（月）９：３０～電話可・代理不可

チャイルドルーム「忍者ごっこ」
日時：１１月２７日（金）１０：３０～１１：１５

内容：１０：３０～河原文庫お話し会

１１：００～忍者ごっこ・１１月の誕生会

対象：２歳～４歳のお子さんと

保護者の方

定員：４組（先着順）

申込み：１１月２０日（金）

９：３０～電話可・代理不可

「チャイルドルームクリスマス会」
日時：１２月４日（金）１０：３０～１１：３０

内容：河原文庫お話し会

歌って遊んでクリスマスを楽しもう

対象：２歳～４歳のお子さんと

保護者の方

定員：８組２０名（先着順）

費用：１００円（当日集金）
※当日欠席の場合は後日プレゼントを取りに来てください

申込み：１１月１８日（水）

９：３０～電話可・代理不可

巧技台遊び
日時：１１月１３日（金）

１０：００～１０：３０

対象：３・４歳児と保護者の方

定員：４組（先着順）

申込み：１１月６日（金）

９：３０～電話可・代理不可

プラレール③
日時：１１月２４日（火）
➀９：３０～１１：３０②１４：００～１６：００

内容：プラレールを走らせて遊ぼう

対象：未就学児のお子さんと

保護者の方

定員：各４組（先着順）

申込み：１１月１７日（火）

９：３０～電話可・代理不可

事業申込みについてのお願い

事業申込みの電話は児童館の事業 ０４－２９５２－７１２０

プレイス広瀬の事業 ０４－２９５２－７１４０へお願い致します。

只今、各事業は電話申込みの先着順となっておりますのでご了承ください。


