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ひろ せ じ どうかん

★広瀬児童館からのおねがい★
なわと てつぼう あそ

・縄跳び・鉄棒・バドミントン・ホッピングで遊ぶ
とも くつ は

お友だちは靴を履いてきましょう。
とう ばあい か だ

（クロックス・ブーツ等の場合は貸し出しできません）
ちゃくよう て あら しょうどく ひ つづ かんせんたいさく

・マスクの着用や手洗い、消毒 など引き続き感染対策を
おこな

しっかり行いましょう。

ひろ せ じ どう かん しょう がく せい ばん がつ

こん げつ きゅうかん び がつ にち もく

今月の休館日は１０月２１日（木）です。

★ハッピーハロウィンDAY★２０２１★
にち じ ていいん がつ にち ど

日時・定員：１０月１６日（土）
せんちゃく めい

① ９：３０～１１：３０（先着１５名）
せんちゃく めい

②１４：００～１６：００（先着１５名）
ないよう

内容：モンスターパクパク・グラグラかぼちゃタワー
くろねこ せいさく わ な

黒猫バッグ製作・輪投げなど
たいしょう さい こ ほ ご しゃ かた

対象：０～１８歳のお子さんと保護者の方
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 げつ でん わ か だい り ふ か

申込み：１０月１１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。

ひろ せ じ どう かん り よう し かた がつ げんざい

＜広瀬児童館のご利用の仕方＞（９月現在）
げんざい ひろ せ じ どうかん さ やま し そ じっ し

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。
くわ さ やま し かくにん

詳しくは狭山市のホームページでご確認ください。
れいわ ねん がつ か きん じ どうかん り よう いち ぶ

令和３年８月２０日（金）から児童館の利用の一部が
へんこう

変更となります。
さ やま し ないざいじゅう かた り よう

①狭山市内在住の方のみ、ご利用できます。
きんきゅう じ たいせんげん かいじょ じ ぎょう ちゅう し

②緊急事態宣言解除まで事業はすべて中止いたします。
じ どう かん り よう てい いん

③児童館の利用定員を
めい めい

①９：３０～１１：３０（１５名） ②１４：００～１６：３０（１５名）
へん こう

に変更しました。
もうし こ ぜんじつ あいだ でん わ よ やくくだ

申込み：前日９：００～１７：００の間にお電話でご予約下さい。
ぜん じつ きゅうかんび ば あい か まえ

（前日が休館日の場合は２日前）

しょうがくせい い じょう かた ぜん じつ ほ ご しゃ かた

※小学生以上の方も前日に保護者の方が
よ やく ねが

予約をお願いします。

く あ

１０ピースを組み合わせて、メッセージを
さが

探してみよう！！

たて ぎょう よこ も じ こと ば

ヒント：①縦は４行、横１０文字の言葉だよ
て がみ だれ

②〇〇〇 からの手紙だよ（誰でしょう？）

らいげつ ごう かく にん

こたえは来月号で確認してね♪

がつ せい さく ぶつ しょう かい



　 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3

☆マーブリング②  
申込み

4 5 6　　　　　　　
ドレミクラブ①

7　　　　　 

ミニダンスタイム

8　　　　　　　　
マーブリング②

9 10  
☆チャイルドルーム
⑨申込み

11 12 13　　　　　　
ドレミクラブ②

14　　　　
ミニダンスタイム

15チャイルド
ルーム⑨

17

☆ハロウィンDAY　
申込み

18 19 20 22　　　　
ミニダンスタイム

23 24

☆収穫ごっこ　　　　
申込み

☆巧技台遊び　　　
申込み

25 26　　　　　
収穫ごっこ

27　　　　　　
ドレミクラブ③

28巧技台遊び

ミニダンスタイム

29 30 31

☆作ってあそぼう④
申込み

☆手形スタンプ②　　
申込

今月の休館日（第３木曜日）　　

１０月２１日（木）

21　　　　
休館日

16　   
ハッピー    
ハロウィン
DAY

当日の事業

事業申込み日

広瀬児童館　１０月　乳幼児　イベントカレンダー

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

手形スタンプ②

くまさんの手形スタンプを作ろう

日時 １１月４日（木） １０：００～１１：００

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）

持ち物 タオル・水分・汚れても良い服装

申込み １０月２８日（木）

９：３０～電話可・代理不可

中止や変更になる

場合があります

乳幼児のイベント

★チャイルドルーム⑨★
河原文庫お話し会・誕生日会・ハロウィンごっこ
日時 １０月１５日（金） １０：３０～１１：３０

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

申込み １０月８日（金） ９：３０～電話可・代理不可
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＜広瀬児童館のご利用の仕方＞（９月現在）
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。

令和３年８月２０日（金）から児童館の利用の一部が

変更となります。

①狭山市内在住の方のみ、ご利用できます。

②緊急事態宣言解除まで事業はすべて中止いたします。

③児童館の利用定員を

①９：３０～１１：３０（１５名） ②１４：００～１６：３０（１５名）

に変更しました。

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）

※小学生以上の方も前日に保護者の方が予約をお願いします。

マーブリング②
マーブリングでハロウィンカードをつくろう
日時 １０月８日（金） １０：００～１０：３０

対象 ２歳～未就学児のお子さんと保護者の方

定員 ６組（先着順）

持ち物 水分・手拭きタオル・汚れてもよい服装

申込み １０月１日（金）９：３０～ 電話可・代理不可

★ミニダンスタイム★ ※申込み不要です

日時：毎週木曜日（第３週のみ金曜日） １１：１５～

内容：職員と音楽に合わせて踊ろう！

★１０月の曲は「バナナくんたいそう」と

「エビカニクス」を予定しています。

※来館予約をされた(遊びに来た)希望者が

参加できます。

巧技台遊び
巧技台を使って体を動かそう

日時 １０月２８日（木） １０：００～１０：３０

対象 ３・４歳の親子

定員 ６組（先着順）

持ち物 水分・タオル・動きやすい服装

申込み １０月２２日（金）

９：３０～電話可・代理不可

収穫ごっこ
秋の野菜や果物の収穫ごっこ

日時 １０月２６日（火） １０：００～１０：３０

対象 未就学児のお子さんと保護者の方

定員 ６組（先着順）

持ち物 水分・タオル

申込み １０月１８日（月） ９：３０～電話可・代理不可

作ってあそぼう④
おさんぽウサちゃん

日時 １１月１日（月） １０：００～１１：００

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）

持ち物 手拭きタオル・水分

申込み １０月２５日（月）

９：３０～電話可・代理不可

ハッピーハロウィンDAY★２０２１
１０月１６日（土）

① ９：３０～１１：３０（先着１５名）

②１４ ：００～１６：００（先着１５名）

申込み １０月１１日（月）９：３０～ 電話可・代理不可

☆ 詳しくは小学生版（裏面）をご覧ください ☆


