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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 ぜん かい

日時：5月～令和４年３月 指定の土曜日 全１１回
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
ていいん めい せんちゃくじゅん ひ よう かつどう ないよう しゅうきん

定員：１０名（先着順） 費用：活動内容により集金あり
もうしこみ がつ にち ど でん わ うけつけ

申込：４月１７日（土）９：３０～電話のみ受付

しゅげいきょうしつぼ しゅう

手芸教室募集
にち じ がつ がつ し てい にち よう び ぜん かい

日時：５月～１２月 指定の日曜日 全７回
ないよう つか さくひん つく

内容：ミシンを使って作品を作ります
たいしょ う しょうがくせい ねんせい ていいん めい せんちゃくじゅん

対象：小学生 ４～６年生 定員：４名（先着順）
ひ よう かつどう ないよう ざい りょう ひ ちょうしゅう かい えん い ない

費用：活動内容により材料費を徴収 （１回 500円以内）
もうしこみ がつ にち にち でん わ うけ つけ

申込：４月１８日（日）９：３０～電話のみ受付

申込みは各事業の申し込み日９：３０～電話のみ受付、先着順
とさせていただきます。2つ目の通年事業へ参加希望の場合は、
５月２日（日）以降に児童館へ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

こんねんどしん ねんせい ともだち がつちゅう ほ ごしゃどうはん らいかん

今年度新1年生になるお友達は4月中は 保護者同伴で来館して下さい。
うけつけ しかた あそ かた じどうかん りようほうほう おぼ

受付の仕方、遊び方など、児童館の利用方法を覚えましょう。

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 ぜん かい

日時：５月～１１月 指定の日曜日 全６回
ないよう でん き つか か どけい つく

内容：電気のこぎりを使って掛け時計を作ります
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 せんちゃくじゅん ひ よう えん

定員：６名 (先着順） 費用：２０００ 円
もうしこみ がつ にち にち でん わ うけつけ

申込：４月１１日（日）９：３０～電話のみ受付

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 ぜん かい

日時：５月～令和４年３月 主に日曜日 全１０回
ないよう れんしゅう あそ

内容：ハンドベルの練習やリズム遊びなど
ていいん めい せんちゃくじゅん

定員：８名（先着順）
もうしこみ がつ にち にち でん わ うけ つけ

申込：４月１８日（日）９：３０～電話のみ受付

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 ぜん かい

日時：５月～令和４年３月 指定の土曜日 全１１回
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 せんちゃくじゅん

定員：１０名 （先着順）
もうしこみ がつ にち にち でん わ うけつけ

申込：４月２５日（日）９：３０～電話のみ受付

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 ぜん かい

日時：５月～令和４年３月 指定の土曜日 全１１回
ないよう き せつ かんが じぶん つく

内容：季節を考えながら自分だけのカレンダーを作ろう
ていいん めい せんちゃくじゅん

定員：６名 （先着順）
もうしこみ がつ にち にち でん わ うけ つけ

申込：４月１８日（日）９：３０～電話のみ受付

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 ぜん かい

日時：５月～令和４年３月 指定の土曜日 全１１回
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 ９：３０～ジュニア（初心者向け）
くう ちゅうの かた

１０：３０～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 めい せんちゃくじゅん

定員：１４名（先着順）
もうしこみ がつ にち にち でんわ うけつけ

申込：４月１１日（日）９：３０～電話のみ受付

いんぼしゅう

くぎっぽクラブ員募集
にち じ がつ がつ してい ど よう び ぜん かい

日時：５月～１２月 指定の土曜日 全８回
ないよう き つか こう さく

内容：木とくぎを使って工作してみよう
たいしょう しょうがく ねんせい ていいん めい せんちゃくじゅん

対象：小学３～６年生 定員：３名（先着順）
もうし こ がつ にち にち でん わ うけつけ

申込み：４月２５日(日）９：３０～電話のみ受付
各事業の詳しい内容や時間等は

ホームページまたは、

児童館へお問い合わせください。

ご入学、ご進級おめでとうございます！
＜広瀬児童館のご利用の仕方＞
現在、広瀬児童館では狭山市のガイドラインに沿って実施しております。

詳しくは狭山市のホームページでご確認ください。

０歳～１８歳のお子さんと保護者の方が利用できます。

➀９：３０～１１：３０ ②１４：００～１６：３０

定員：①②各４０名（先着順）
申込み：前日に電話でご予約下さい。（前日が休館日の場合は２日前）

・内容が中止・変更する場合があります。ご了承ください。

・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。

・５歳以上の子さんと保護者の方はマスク着用でお願い致します。

・ご家族の体調・行動歴等お聞きしております。

・住所や電話番号記入、検温のご協力をお願いします。

・ご不明な点は児童館にお問い合わせください。

今月の休館日は４月１５日（木）です。

訂
正
版



＜HP＞http://www.sayama-dai3.com

＜ブログ＞http://hirosejidoukan.blog.fc2.com

作って遊ぼう

日時：５月３日（月）１０：００～１１：００
内容：楽しいマラカス作り

対象：２歳～未就学児のお子さんと保護者の方

定員：５組７名分（先着順）

申込み：４月２６日（月）９：３０～電話可・代理不可

おもちゃの病院①
５月８日（土）９：００～１２：００
内容：壊れた子供用のおもちゃの修理
費用：無料（部品交換は実費）
申込み：４月２５日（日）～５月７日（金）に

壊れたおもちゃを持って同館へ

前期ドレミクラブ員募集
日時：令和３年４月～７月 指定の水曜日 全８回

内容：製作・館外活動・ふれあい遊びなど

対象：平成３０年４月２日～平成３１年４月１日までに生まれた市内在住の

未就園児とその保護者

定員：８組（多数抽選）

申込み４月１４日（水）～２０日（火）まで電話申込み

幼児クラブ員募集
日時：令和３年５月～１０月 指定の木曜日 全１２回

内容：グループを作り、活動の企画を立てます。

（製作・館外遊び・親子ふれあい遊び等）

対象：平成２７年４月２日～平成３０年４月１日までに生まれた市内在住の

未就園児とその保護者

定員：８組（多数抽選） ６組以上で実施とさせていただきます。

申込み：４月２２日（木）～２８日（水）まで電話申込み

※申込み日から１週間を過ぎても６組に満たない場合は実施を見合わせます

プレイス広瀬 ☎04-2952-7140

休館日 ４月１５日(木）は第３木曜日の為、休館致します。

チャイルドルーム 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） 持ち物：水分・タオル

①日時：４月１６日（金）１０：３０～１１：３０ ②日時：５月７日（金）１０：３０～１１：００

内容：１０：３０～河原文庫お話し会 内容：運動会ごっこ①

体を動かそう・４月誕生会

申込み：４月９日（金）９：３０～電話可・代理不可 申込み：４月３０日（金）９：３０～電話可・代理不可

カプラで遊ぼう

日時：４月９日（金）１０：００～１１：００

対象：未就学児のお子さんと保護者の方

定員：６組２０名（先着順）

申込み：４月５日（月）９：３０～電話可・代理不可

砂場で遊ぼう

日時：４月２１日（水）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）

持ち物：タオル・水分・着替えなど
（終了後、館内で遊ぶ方は着替えを持参ください）

申込み：４月１６日（金）９：３０～電話可・代理不可

新聞紙遊び

日時：４月２６日（月）１０：００～１０：３０

内容：みんなで新聞紙遊びをしよう

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：４月２１日（水）９：３０～電話可・代理不可

こどもまつり （テーマ：むかしばなし）

日時：４月２４日（土）①９：３０～１１：３０

②１４：００～１６：００

内容：普段の遊び・ミニゲームなど

対象：０歳～１８歳のお子さんと保護者

定員：①②各２０名（先着順）
申込み：４月１９日（月）９：３０～電話可・代理不可

広瀬児童館０４-２９５２-７１２０ プレイス広瀬０４-２９５２-７１４０
狭山市広瀬２－２－１７

＜広瀬児童館のご利用の仕方＞

現在、広瀬児童館では狭山市のガイドラインに沿って実施しております。

詳しくは狭山市のホームページでご確認ください。

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。

０歳～１８歳のお子さんと保護者の方が利用できます。

①９：３０～１１：３０ ②１４：００～１６：３０

定員：４０名（先着順）
申込み：前日にお電話でご予約下さい。（前日が休館日の場合は２日前）

・内容が変更・中止になる場合があります。ご了承ください。

・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。

・５歳以上のお子さんと保護者の方はマスク着用でお願い致します。

・ご家族に体調・行動歴等をお聞きしております。

・住所や電話番号記入、検温のご協力をお願いします。

・ご不明な点は児童館にお問い合わせください。

４月１２日（月） ハッピーバースデー 「１歳のお誕生日会」 １０：００～１０：３０

４月１９日（月） ベビールーム 「ぴょこっとニャンニャン」 １０：００～１０：３０

４月２２日（木） ハッピータイム 「バルーンで作ろう」 １０：００～１０：３０

４月２３日（金） ピョンピョンルーム 「お名前入りキーホルダー作り」１０：００～１０：３０

４月２７日（火） 小さなアルバム作り 「４月のアルバム」 １０：００～１０：３０
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