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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９：００～１７：００の間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。

レッツチャレンジ
にち じ がつ か ど

日時：７月１０日（土）１４：００～１５：００
ないよう ナ サ

内容：ＮＡＳＡゲームにチャレンジ
ていいん めい せんちゃくじゅん

定員：１０名（先着順）
も もの うご ふく そう すいぶん

持ち物：動きやすい服装・水分・タオル
もうしこ がつ か ど でん わ か だい り ふ か

申込み：７月３日（土）９：３０～電話可・代理不可

なつ がつ にち ど なつ

夏まつり ７月１７日（土） ☆夏だ！まつりだ！わっしょい！☆
めい めい

①９：３０～１１：３０ ２５名 ②１４：００～１６：００ ２５名
ない よう や たいふう なつ ぼう し せいさく

内容：屋台風ゲーム、夏の帽子製作
つ えん きんぎょ えん かず かぎ

ヨーヨー釣り（５０円）・おもちゃの金魚すくい（５０円）など ※数に限りがあります
たいしょう さい さい こ ほ ご しゃ かた

対象：０歳～１８歳までのお子さんと保護者の方
も もの すいぶん こ ぜに て さ ぶくろ

持ち物：水分・タオル・小銭・手提げ袋
もうし こ がつ にち げつ でん わ か だい り ふ か

申込み：７月１２日（月）９：３０～ 電話可・代理不可
へん こう ちゅう し ば あい りょうしょう くだ

※変更や中止の場合があります。ご了承下さい。

トールペイント
にち じ がつついたち にち

日時：８月１日（日）９：３０～１１：００
ないよう い もの

内容：入れ物にトールペイントしよう
ていいん めい せんちゃくじゅん

定員：７名（先着順）
ひ よう えん とう じつしゅうきん

費用：１００円（当日集金）
も もの すいぶん うわ ば

持ち物：・水分・タオル・上履き
こう し みのうら せんせい

講師：箕浦先生
もうしこ がつ にち にち でん わ か だいり ふ か

申込み：７月１８日（日）９：３０～電話可・代理不可

でん き きょう しつ

電気教室
にち じ がつ か げつ

日時：８月２日（月）１０：００～１１：３０
ないよう びんちょうたんでん ち づく

内容：備長炭電池作り
ていいん しょうがく ねん ねんせい ていいん めい せんちゃくじゅん

対象：小学3年～6年生 定員：１０名（先着順）
も もの すい ぶん て さ ぶくろ

持ち物：水分・タオル・手提げ袋
もうしこ がつ にち もく でん わ か だいり ふ か

申込み：７月２２日（木）９：３０～電話可・代理不可

デイキャンプ
にち じ がつ か すい

日時：８月４日（水）９：３０～１２：００
ないよう きんちゃくだ かわあそ たの う てん じ かんないあそ

内容：巾着田で川遊びを楽しもう ※雨天時：館内遊び
ていいん めい せんちゃくじゅん

定員：１２名（先着順）
も もの すいぶん ぼう し き が いっ しき か くつ

持ち物：水分・タオル・帽子・着替え一式・替えの靴・マスク
あさ き ふく くつ かわ はい かえ き が

※朝着てきた服・靴でそのまま川へ入ります。帰りは着替えて
かえ ため き が くつ いっしき わす ねが

帰る為、着替え・靴一式を忘れずにお願いします。
もうしこ がつ にち きん でん わ か だいり ふ か

申込み：７月２３日（金）９：３０～電話可・代理不可

しょう がく せい こう さく

小学生工作②
にち じ がつ にち か

日時：７月２７日（火）１０：００～１１：００
ないよう づく

内容：ＬＥＤキャンドルホルダー作り
ていいん めい せんちゃくじゅん

定員：５名（先着順）
ひ よう えん とう じつしゅうきん

費用：１５０円（当日集金）
も もの すいぶん うわ ば

持ち物：・水分・上履き
もうしこ がつ にち にち でん わ か だいり ふ か

申込み：７月１１日（日）９：３０～電話可・代理不可

フラダンス
にち じ がつ にち すい にち もく にち きん

日時：７月２８日（水）・２９日（木）・３０日（金）

９：３０～１０：３０
ないよう おど

内容：フラダンスを踊ってみよう
たいしょう しょうがくせい ちゅうがくせい ていいん めい せんちゃくじゅん

対象：小学生・中学生 定員：８名（先着順）
も もの すいぶん あせふ こう し しば た せんせい

持ち物：水分・汗拭きタオル 講師：柴田先生
もうしこ がつ にち にち でん わ か だいり ふ か

申込み：７月１１日（日）９：３０～電話可・代理不可

とも じゅんび

ボランティアクラブのお友だちも準備から
さん か たの

参加してくれています！お楽しみに☆

こん げつ きゅうかん び がつ にち もく

今月の休館日は７月１５日（木）です。
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プレイス広瀬 ☎04-2952-7140

休館日 ７月１５日(木）は第３木曜の為、休館致します。

チャイルドルーム⑤

日時：７月９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～ひっかき絵でうちわ作り・７月誕生会

定員：８組２０名（先着順）

申込み：７月２日（金）

９：３０～電話可・代理不可

・カプラであそぼう②

日時：７月１９日（月）１０：００～１１：００

内容：みんなでカプラを使って簡単な

形に挑戦してみよう！！

対象：未就学児のお子さんと保護者の方

定員：６組２０名（先着順）

申込み：７月８日（木）

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９：００～１７：００の間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。

７月５日（月）ハッピータイム「ハワイアンダンス」 １０：００～１０：３０

７月１２日（月）ハッピーバースデー「１歳の誕生日会」 １０：００～１０：３０

７月１４日(水) ベビールーム「ベビーリトミック」 １０：００～１０：３０

７月１６日（金）ピョンピョンルーム「魚釣りセット作り」 １０：００～１０：３０

７月２０日(火）ちいさなアルバム作り １０：００～１０：３０

☆７月１７日（土） 夏まつり 「手形スタンプ」「おばけボーリング」「金魚すくい」☆

各５組１２名 ①９：３０～１１：３０ ②１４：００～１６：００

夏まつり ７月１７日（土）

☆夏だ！まつりだ！わっしょい！
①９：３０～１１：３０ ２５名 ②１４：００～１６：００ ２５名
内容：屋台風ゲーム、夏の帽子製作

ヨーヨー釣り（５０円）・おもちゃの金魚すくい（５０円）など

※数に限りがあります

対象：０歳～１８歳までのお子さんと保護者の方

持ち物：水分・タオル・小銭・手提げ袋

申込み：７月１２日（月）９：３０～ 電話可・代理不可

※児童館で申し込んだ場合はプレイスのお部屋では遊べません。

ご了承ください。

☆来館時10名、未就学児のお子さんは手形スタンプのみプレイスの

お部屋でできます！詳しくは児童館まで☆

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

★広瀬児童館の８月の予定★
「チャイルドルーム」「水遊び」「カプラであそぼう」の実施を予定しています。

また、「おもちゃの病院」の申込みも８／２８(土)～からあります。

☆詳しくはホームページ、又は児童館までお問い合わせください☆

ボランティアクラブのお友だちも準備から参加

してくれています！お楽しみに☆


