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ひろ せ じ どう かん しょう がく せい ばん がつ

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 １２月１７日（木）第３木曜日の為、お休みします。
がつ にち か がつ か にち りんじ きゅうかん

１２月２９日（火）～１月３日（日）まで臨時休館いたします

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 いちりんしゃ ようす しょうかい

今月は、一輪車クラブの様子を紹介します。
くうちゅう の よこ の かた あし の

空中乗り・横乗り・片足乗り・アイドリングなど
いろいろ の かた れんしゅう

色々な乗り方を練習しています。

しょうがくせい かい

小学生クリスマス会
にちじ がつ か にち

日時：１２月２０日（日）１０：００～１１：３０
ないよう たの

内容：みんなでゲームをして楽しもう
ていいん めい せんちゃくじゅん

定員：１５名（先着順）
ひよう えん とうじつ しゅうきん とうじつ けっせき ばあい ごじつ と き

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
も もの すいぶん い ふくろ

持ち物：水分・バック（プレゼントを入れる袋）
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

びょういん

おもちゃの病院
にちじ がつ か ど

日時：１月９日（土）
もうしこ がつ にち がつ か

申込み：１２月１９日から１月８日までに
こわ も じどうかん

壊れたおもちゃを持って児童館へ
ひよう ぶひんだい じっぴ

費用：部品代のみ実費
わた がつ にち ど いこう

※お渡しは１月１６日（土）以降になります

ふゆ ひろば

冬のあそびの広場
がつ にち ど

１月１６日（土）①９：３０～１１：３０②１４：００～１６：００
ないよう だま づく ふくわら え ま づく

内容：けん玉作り・福笑い・絵馬作り・へびだこなど
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）
もうしこ がつ か すい でんわ か だいり ふ か

申込み：１月６日（水）９：３０～電話可・代理不可

１１月から児童館の利用方法が変わりましたが、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。

①９：３０～１１：３０②１４：００～１６：３０
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 とうじつ うけつけ

・事業に参加したい場合は、申込み日当日9:30～受付しています。
しがい かた あそ かぎ

・市外の方もごりようになれます。 ・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 といあわ

・詳細については、児童館にお問合せください。



広瀬児童館 04-2952-7120 プレイス広瀬 04-2952-7140
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休館日
１２月１７日（木）第３木曜日の為、休館いたします。

１２月２９日（火）～１月３日（日）まで臨時休館致します。

プレイス広瀬 ０４－２９５２－７１４０

☆１２月１０日（木）ハッピーバースデー「１歳のお誕生日会」 １０：００～１０：３０
☆１２月１１日（金）ベビールーム「ベビーリトミック」 １０：００～１０：３０

☆１２月１４日（月）ハッピータイム「クリスマスバッグ作り」 １０：００～１０：３０

☆１２月２１日（月）小さなアルバム作り「１２月アルバム作り」 １０：００～１０：３０

缶バッチ
日時：１２月８日（火）

持ち物：5.5センチ以上の

写真やイラストの切り抜き

対象：未就学児のお子さんと

保護者の方

費用：１個１００円

定員：８組２０名（先着順）

申し込み：１２月２日（水）

９：３０～電話可・代理不可

「幼児クリスマス会」 日時：１２月２４日（木）１０：３０～１１：００

内容：サンタさんに会えるかな？（トナカイに変身・紙吹雪遊び・写真を撮ろう）

対象：未就学児のお子さんと保護者の方

定員：８組２０名（先着順）
申込み：１２月１４日（月）９：３０～電話可・代理不可

カプラで遊ぼう
日時：１２月２２日（火）１０：００～１１：００

対象：未就学児のお子さんと保護者の方

定員：８組２０名（先着順）

申込み：１２月１６日（水）

９：３０～電話可・代理不可

あつまれ！２歳のおともだち
日時：１２月１６日（水）１０：３０～１１：００

内容：クリスマス飾り作り

対象：平成２９年４月２日～平成３０年４月１日

までに生まれたお子さんと保護者の方

定員：８組２０名（先着順）

申込み：１２月９日（水）

９：３０～電話可・代理不可

おもちゃの病院
日時：１月９日（土）

申込み：１２月１９日（土）から１月８日（金）

までにおもちゃを持って児童館へ

内容：壊れた子どものおもちゃの修理

費用：部品代のみ実費

※お渡しは１月１６日以降になります。

広瀬児童館 １月の事業予定
☆１月６日（水）幼児ジャンボかるた 定員：４組 申込み：１月４日（月）９：３０～

☆１月７日（木）作って遊ぼう 定員：５組 申込み：１月５日（火）９：３０～

☆１月１３日（水）あつまれ！２歳のお友だち

定員：８組 申込み：１月６日（水）９：３０～

☆１月１５日（金）チャイルドルーム 定員：８組 申込み：１月８日（金）９：３０～

☆１月１６日（土）冬のあそびの広場 ①9:30～11:30 ②14:00～16:00

定員各40名申込み：１月６日（水）９：３０～

☆１月２５日（月）体を動かそう 定員：８組２０名 申込み：１月１８日（月）９：３０～

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

新型コロナウイ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。

<児童館利用方法の変更について>
0～18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、ホームページまたは、児童館にお電話でお問い合わせください。


