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ひろ せ じ どう かん しょう がく せい ばん がつ

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。

がつ かつ どう

９月からクラブ活動がはじまりました‼
いちりん しゃ よう す しょうかい

一輪車クラブの様子を紹介します。

令和３年１月から児童館の利用方法が変わりました。

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について＞
がつ にち きん きん きゅう じ たい せん げん かい じょ しょうちゅう こう こう せい じ ぎょう ちゅう し

１月１５日（金）から緊急事態宣言解除まで小中高校生事業が中止となります。
さい さい こ し ない かた ほ ご しゃ かた り よう

０歳～１８歳のお子さん（市内の方のみ）と保護者の方が利用できます。

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２０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）
あそ かぎ

・遊べるおもちゃが限られています。
じ ぎょう ひ ていいん かぎ り よう ひ じ どう かん と あわ

・事業のある日は定員に限らずご利用できない日もあります。児童館にお問い合せください。
こう どう れき か ぞく たいちょう き けんおん ちゃくよう きょうりょく ねが

・行動歴、家族の体調を聞いています。検温やマスクを着用のご協力をお願いします。

レッツチャレンジ
にち じ がつ にち ど

日時：３月１３日（土）１４：００～１４：３０
ない よう

内容：ひろせんピック
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 か ど

申込み：３月６日（土）
でん わ か だい り ふ か

９：３０～電話可・代理不可

あそ

カプラで遊ぼう
にち じ がつ にち すい

日時：３月３１日（水）１０：００～１１：００
ない よう かたち ちょうせん

内容：いろいろな形に挑戦してみよう
てい いん くみ めい せんちゃくじゅん

定員：６組１４名（先着順）
もう しこ がつ か すい

申込み：３月２４日（水）
でん わ か だい り ふ か

９：３０～電話可・代理不可

ハッピースプリング
にち じ がつ にち きん

日時：３月１９日（金）①９：３０～１１：３０②１４：００～１６：００
か ど ご ご り よう

２０日（土）①９：３０～１１：３０（午後は利用できません）
ない よう ふ だん あそ かんない かざ

内容：普段の遊び （館内がアリスの飾りつけになっています。）
てい いん めい せんちゃくじゅん たいしょう さい さい こ ほ ご しゃ かた

定員：２０名（先着順） 対象：０歳～１８歳のお子さんと保護者の方
もうし こ がつ にち もく でんわ か だい り ふ か

申込み：３月１１日（木）９：３０～電話可・代理不可

あそ

ボール遊び
にち じ がつ にち げつ

日時：３月２９日（月）１４：００～１５：００
ない よう

内容：サッカーのリフティングや

ドリブルをやってみよう！
てい いん めい せんちゃくじゅん

定員：１０名（先着順）
も もの すいぶん

持ち物：水分・タオル
もうし こ がつ にち げつ

申込み：３月２２日（月）
でん わ か だい り ふ か

９：３０～電話可・代理不可

ぼうはんきょうしつ

防犯教室
にち じ がつ にち か

日時：３月３０日（火）１０：００～１１：００
ないよう

内容:防犯について学ぼう
たいしょう みしゅう がく じ おや こ しょうがくせい

対象：未就学児の親子・小学生
ていいん めい せんちゃくじゅん

定員：２０名（先着順）
もうし こ がつ にち すい

申込み：３月１７日（水）
でん わ か だい り ふ か

９：３０～電話可・代理不可

令和３年度 通年事業について
通年事業の申し込みは４月の指定日から行います。全て、９：３０～電話での申込みのみ、

先着順で受け付けます。各事業の詳しい内容は４月号に掲載いたします。

ご不明な点は児童館までお問い合わせください。
がつ にち もく ごぜんちゅう り よう さやま し じどうかんふしんしゃじあんたいおうくんれんため

・３月１８日（木）の午前中は利用できません（狭山市児童館不審者事案対応訓練の為）
きゅうかんび がつ にち にち かんない せいそう ため きゅうかん

・休館日 ３月２８日（日）は館内清掃の為、休館いたします。
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プレイス広瀬 ０４－２９５２－７１４０

☆３月５日（金）ハッピータイム「歯の話と歯の磨き方」 １０：００～１０：４０

☆３月９日（火）ハッピーバースデー １０：００～１０：３０

☆３月１０日（水）ピョンピョンルーム「恐竜のポップアップカード」１０：００～１０：３０

☆３月１１日（木）ベビールーム「あしがたスタンプ」 １０：００～１０：３０

☆３月１５日（月）小さなアルバム作り「３月アルバム作り」 １０：００～１０：３０

カプラで遊ぼう

日時：３月３１日（水）１０：００～１１：００

内容：簡単な形に挑戦しよう

対象：未就学児の親子～小学生

定員：６組１４名（先着順）

申込み：３月２４日（水）９：３０～電話可・代理不可

チャイルドルーム

日時：３月１２日（金）１０：３０～１１：１５

内容：河原文庫お話し会
画用紙に絵を描こう・３月誕生会

対象：２歳～４歳児と保護者の方
定員：８組２０名（先着順）

申込み：３月５日（金）９：３０～電話可・代理不可

あつまれ！２歳のおともだち
日時：３月１７日（水）１０：３０～１１：００

内容:マーブリング

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：３月１０日（水）９：３０～電話可・代理不可

令和3年１月から児童館利用方法が変更になりました。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。

＜1月からの児童館利用方法の変更について＞
１月９日（土）より緊急事態宣言解除までの間、順次、児童館利用方法が変

更になりました。

・０歳～１８歳のお子さん（市内の方のみ）と保護者の方が利用できます。

①９：３０～１１：３０ ②１４：００～１６：３０

定員：①②各２０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。

・５歳児以上のお子さんと保護者の方は、マスク着用をお願いいたします。

・ご家族の体調・行動歴等をお聞きしております。検温のご協力をお願いします。

・３月１８日（木）午前中は利用できません
（狭山市児童館不審者事案対応訓練の為）

・休館日：３月２８日（日）館内清掃の為休館いたします。

ハッピースプリング
３月１９日（金） ①９：３０～１１：３０

②１４：００～１６：００

３月２０日（土） ９：３０～１１：３０

（午後の利用はできません）
内容：普段の遊び（館内がアリスの飾りつけになっています。）

対象：０歳～１８歳のお子さんと保護者の方

定員：各２０名（先着順）

申込み：３月１１日（木）９：３０～電話可・代理不可

防犯教室

日時：３月３０日（火）１０：００～１１：００

内容：防犯について学ぼう

対象：未就学児の親子・小学生

定員：２０名（先着順）

申込み：３月１７日（水）

９:３０～電話可・代理不可

体を動かそう

日時：３月８日（月）１０：３０～１１：００

内容：体操や動物の動きをしてみよう

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：３月１日（月）

９：３０～電話可・代理不可

持ち物は

水分・タオル

汚れても良い

服装で来てね


