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ひろ せ じ どう かん しょう がく せい ばん がつ

＜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。

こん げつ

今月の
きゅう かん び

休館日は
がつ にち もく

６月１７日（木）

です。

おたより５月号のレッツチャレンジのこたえは「イラスト」でした。わかったかな！？

７月のレッツチャレンジは７月１０日（土）１４：００～１５：００です。あそびにきてね！

ほ う てん ちゅう し

じゃがいも掘り 雨天中止
にち じ がつ にち にち

日時：６月２７日（日）①９：３０～②１０：００～③１０：３０～
ば しょ ち こう ざん こう えん ちか たはけ 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 こ ほ ご しゃ かた

対象：未就学児～小学生のお子さんと保護者の方
ひ よう かぶ えん とう じつ しゅう きん てい いん かく くみ せん ちゃく じゅん

費用：２株３００円（当日集金） 定員：①②③各４組（先着順）
も もの ぐん て なが ぐつ だい きん ぼう し すい ぶん て ふ

持ち物：軍手・長靴・代金・帽子・水分・手拭き・
う てん じ き が ひつ よう かた

かっぱ（雨天時）・着替え（必要な方）・マスク
もうし こ がつ か にち でん わ か だい り ふ か

申込み：６月６日（日）９：３０～電話可・代理不可
※現地にて検温・体調確認をさせていただきます。ご協力をお願い致します。

※５歳児以上はマスク着用でお願い致します。

しょう がく せい こう さく

小学生工作①
しょちゅう み まい

暑中見舞いはがき「スパッタリング」
にち じ がつ か にち

日時：７月４日（日）１０：００～１１：００
ない よう え ぐ まい つく

内容：絵の具をあみでこすって２枚作ります。
たいしょう しょうがくせい ていいん めい せんちゃくじゅん

対象：小学生 定員：６名（先着順）
も もの うわ ば すいぶん よご よ ふくそう

持ち物：上履き・水分・汚れても良い服装
もうし こ がつ にち にち でん わ か だい り ふ か

申込み：６月２７日（日）９：３０～電話可・代理不可

７がつのおしらせ
がつ にち すい にち きん

★フラダンス７月２８日（水）～３０日（金）９：３０～１０：３０
もうし こ がつ にち にち

申込み７月１１日（日）９：３０～
しょう がく せい こう さく づく

★小学生工作②ＬＥＤライトキャンドルホルダー作り
がつ にち か もうし こ がつ にち にち

７月２７日（火）１０：００～１１：００ 申込み７月１１日（日）９：３０～

つう ねん じ ぎょう がつ よ てい

通年事業６月の予定
にち ど

ゆうゆうクラブ ２６日（土）１０：００～
いちりん しゃ にち ど

一輪車クラブ １９日（土）①９：３０～②１０：３０～
く き にち にち

組み木クラブ １３日（日）①９：３０～②１０：３０～
しゅげい きょうしつ か にち

手芸教室 ２０日（日）１４：００～１５：３０
おんがく か にち

音楽クラブ ２０日（日）１０：００～１１：００
にち ど

くぎっぽクラブ ２６日（土）１４：００～１５：３０
か ど

ボランティアクラブ ５日（土）１４：００～１５：００
にち ど

１９日（土）１０：００～１１：００
づく か ど

カレンダー作り ５日（土）１４：００～１５：００

じぎょうしょうかい

事業紹介

ボランティアクラブ
「なつまつり」について
い けん

意見をだしました。
どんなゲームがたのしいのか

かんがえています。
ねんせい

４年生からさんかできます。
ボランティアクラブに

さんか

参加しませんか？
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じゃがいも掘り 雨天中止

日時：６月２７日（日）①９：３０～②１０：００～③１０：３０～

場所：智光山公園近くの畑（現地集合・現地解散）

対象：未就学児～小学生のお子さんと保護者の方

定員：①②③各４組（先着順） 費用：２株３００円（当日集金）

持ち物：軍手・長靴・代金・帽子・水分・手拭き・

かっぱ（雨天時）着替え（必要な方）マスク

申込み６月６日（日）９：３０～電話可・代理不可

※当日、現地にて検温・体調確認をさせていただきます。

※５歳児以上はマスク着用でお願い致します。
プレイス広瀬 ☎04-2952-7140

休館日 ６月１７日(木）は第３木曜の為、休館致します。

チャイルドルーム ④

日時：６月１８日（金）１０：３０～１１：３０

対象：２歳～４歳のお子さんと保護者の方

内容：１０：３０～河原文庫お話し会

１１：００～お散歩かたつむり・６月誕生会

定員：８組２０名（先着順）

申込み：６月１１日（金）

９：３０～電話可・代理不可

ファンタイム① 保育有

日時：６月２５日（金）１０：００～１１：００

内容：貝がらを使って夏のライト作り※作品は後日持ち帰りとなります。

対象：未就園児のお子さんと保護者の方

費用：２５０円（当日集金）

定員：４組（先着順） 持ち物：水分・代金

申込み：６月１０日（木）９：３０～電話可・代理不可

・マーブリング①

日時：６月２１日（月）１０：００～１０：３０

内容：楽しいお魚を泳がせてみよう！

対象：未就学児のお子さんと保護者の方

定員：６組（先着順）

申込み：６月１４日（月）

９：３０～電話可・代理不可

缶バッチ①

日時：６月１１日（金）１０：００～１１：００

内容：オリジナルの缶バッチを作ろう

対象：未就学児のお子さんと保護者の方

定員：５組（先着順）

費用：１個１００円

持ち物：写真やイラストの切り抜き

缶バッチの大きさは直径５・５センチです。

写真やイラストは切らないで持ってきてください）

申込み：６月４日（金）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。

６月７日（月）ハッピーバースデー「１歳の誕生会」 １０：００～１０：３０

６月１２日（土）ファミリータイム「おもちゃ作りとエコバッグに手形」１０：００～１１：００

６月１４日（月）ベビールーム「親子たいそう」 １０：００～１０：３０

６月１６日（水） ピョンピョンルーム 「リトミック」 １０：００～１０：３０

６月２２日（火）ハッピータイム「マスクに小花をペイント」 １０：００～１０：３０

６月２８日（月）ちいさなアルバム作り １０：００～１０：３０

水族館

日時：６月２９日（火）１０：００～１１：００

内容：絵を描いて水族館を作ってみよう

対象：未就学児のお子さんと保護者の方

定員：６組１４名（先着順）

申込み：６月２２日（火）

９：３０～電話可・代理不可

作って遊ぼう

日時：７月２日（金）１０：００～１１：００

内容：おさんぽワンちゃん

対象：未就学児と保護者の方

定員：５組７名分（先着順）

申込み：６月２５日（金）

９：３０～電話可・代理不可

七夕飾り作り

日時：７月６日（火）１０：００～１０：３０

内容：かわいい織姫と彦星を作ろう

対象：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：６月２９日（火）９：３０～電話可・代理不可


