
広瀬児童館　４月　乳幼児　イベントカレンダー

　 月 火 水 木 金 土 日
虹の看板（布に絵の具で

手形を押します）
当日の事業 1 2 3

3/27（日）～
申込みをしています 事業申込み日

4カプラ　
ブロック①

5虹の看板
色塗り

6 7
ミニダンス

8 9 10  
☆ハッピー　　　　　
チャイルド①申込

11 12 13 14
ミニダンス

15ハッピー
チャイルド①

16 17

☆ドレミ申込
☆どろんこ申込

18 19 20
どろんこ

21 22
ミニダンス

23
こどもまつり

24　　　　
ウィーク

☆つくっちゃお①
　申込

25つくっち
ゃお①

26 27 28
ミニダンス

29
こどもまつり

30

☆おもちゃの
病院申込
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　　　　　　　　　　　　　     狭山市広瀬２－２－１７
       
 　＜HP＞http://www.sayama-dai3.com
       
　 ＜ブログ＞http://hirosejidoukan.blog.fc2.com

＜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。

令和４年３月２２日（火）より
　　　　　　　　　　　　　　児童館の利用方法が一部変更となりました。
①狭山市外の方もご利用できます。
②児童館の利用定員を　①９：３０～１１：３０（２０名）　
　　                      　　　　　　 ②１４：００～１６：３０（２０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）
事業によってご利用できない場合があります。お問い合わせください。

　※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。　　

　　

休館日

年間事業の申込みが始まります！

前期ドレミクラブ員募集

今月の休館日(第３木曜日)　　４月２１日(木)

　☆ハッピーチャイルド①

　日　時　４月１５日（金）　１０：３０～

　内　容　河原文庫お話し会

　　　　　　４月生まれの誕生会

　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　４月８日（金）９：３０～電話可・代理不可

日　時　令和４年４月２７日～７月６日　指定の水曜日　全８回　１０：００～１０：４０

内　容　絵具遊び・館外活動・ふれあい遊びなど親子で楽しみます。

対　象　平成３１年４月２日～令和２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　１０組（多数抽選）

申　込　４月１３日（水）～１８日(月)　まで電話申込（代理不可）

　☆こどもまつりウィーク

　日　時　４月２３日（土）～２９日（金）　

　　　　　　①９：３０～１１：３０　②１４：００～１６：３０

　内　容　大きなおもちゃとスタンプラリーで遊ぼう
　　　　　　　　　フォトスポットで写真を撮ると缶バッチを作ってもらえるよ（無料）

　　　　　　　　　☆缶バッチ受付時間　①９：３０～１０：５０　②１４：００～１５：５０　

  持ち物　水分・タオル・製作物をいれる袋

　申　込　来館する前日９：３０～　電話可・代理不可

  ☆つくっちゃお①　 “新聞紙遊びをしよう”
　日　時　４月２５日（月） 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　水分・タオル　　

　申　込　４月１８日（月）９：３０～電話可・代理不可

  ☆どろんこ　”元気に砂場で遊ぼう”
 　日　時　４月２０日（水）　１０：００～１１：００

 　対　象　未就学児と保護者の方

　 定　員　８組２０名（先着順）

　 持ち物  水分・タオル・着替え等
  （終了後、館内で遊ぶ方は必ず着替えをご持参ください）

　 申　込　４月１３日（水）９：３０～電話可・代理不可

壊れたおもちゃ

　　    修理します

☆おもちゃの病院

日時 ５月１４日（土）
　

申込 ４月３０（土）～

　　５月１３日（土）

☆ミニダンスタイム

　日　時　毎週木曜日 １１：１５

　　　　　　　　（第３週のみ金曜日）

　内　容　職員と音楽に合わせて踊ろう

　申　込　なし
　※来館予約（遊びに来た方）が参加できます

※缶バッチは　期間中お子様

　　1人につき1つのみです。

詳しくはHPか児童館までお問合せください



狭山市広瀬2－2－17☎2952－7120
＜ＨＰ＞ｈｔｔｐ://www.sayama-dai3.com/
＜ブログ＞http://hirosejidoukan.blog.fc2.com/

  ひろ　  せ　    じ　  どう　 かん　　　　　　　　　　　　　　　   しょう         がく　　     せい　　    ばん がつ

      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　     れいわ　   ねん   がつ　　 　れいわ　　ねん  　がつ    し  てい　　　   ど　ようび　　 ぜん　　　かい

日 時　令和４年５月～令和５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　　　ちゅうがくせい　 こう  こうせい

対 象　小学（４～６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　　　　 か　 　にち　　　　　　　　　　　　　でん　わ　　　　　　　うけつけ　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　           　     

申 込　４月２４日（日）９：３０～電話のみ受付

＜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。
令和４年３月２２日（火）より
児童館の利用方法の一部が変更となりました。
①狭山市外の方もご利用できます。
②児童館の利用定員を　①９：３０～１１：３０（２０名）　
　　                      　　　　　　 ②１４：００～１６：３０（２０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）
事業によってご利用できない場合があります。お問い合わせください。

　※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。　　

　　

ご入学、ご進級おめでとうございます！

　　　　　　　　            　く　   　　き       　　　　　  いん ぼしゅう

  　　　　組み木クラブ員募集
にち     じ  　   れい  わ      ねん　　がつ　　   　  　 がつ　  　　　     し  てい     　にち よう　び　　  ぜん　　かい

日 時　令和４年５月～１１月　　　指定の日曜日　全６回　　　　
ない   よう　   でん　き　　　    　　　　　　　　　つか　　　      あそ            さく  ひん      つく

内 容　電気のこぎりを使って遊べる作品を作ります。
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　　　　　　　　　　　　　　　     　 

定 員　６名　(先着順）　　　　　　　　
もうしこみ　　    がつ　　　 　　か　　にち　　　　　　　　　　　　 でん　わ　　　　　　　うけつけ　　　　　　　　　　　　　　           　     

申 込　４月１０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　　　れい わ      ねん　　  がつ　　　　　　　がつ　　　 　し　てい　　 　 ど　よう　び　　 　ぜん　　かい

日 時　令和４年５月～１２月　　指定の土曜日　全８回
ない　 よう　　　き　　　 くぎ　　 　つか　　　　　 こう　さく

内 容　木と釘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：４名（先着順）
もうし　こみ　　　　がつ　　　　  か　 にち　　　　　　　　　　　  　でん　わ　　　　　　   うけつけ

申 込　４月２４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　　   れい わ    ねん   がつ　　   れい わ    ねん　 がつ　   し　てい       ど　よう　び     ぜん　  　 かい

日 時　令和４年５月～令和５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　　　　　　　　　　　　  ひと

　　　　１０：３０～チャレンジ（空中乗りができる人）
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（１～６年生）　定 員　１４名（先着順）
 もうしこみ　　　　がつ　　　　　か　    にち　　　　　　　　　　　　 でん　わ　　　　　 　　うけつけ　　

申 込　４月１０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　   　れいわ 　　ねん   がつ　　  れい わ　  ねん　がつ　　 し　てい　　　　ど よう び　  　ぜん　　 　かい

日 時　令和４年５月～令和５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
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（１～６年生）　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１７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　    れいわ　   ねん　 がつ      れい わ　   ねん   がつ　   おも　　にち よう び　　  ぜん　　　かい

日 時　令和４年５月～令和５年３月　主に日曜日　全１０回　　　　　　　
ない   よう　　　まいつき　　きょく　　　　　　　　　　　　　　　そ　　　　　　　おんがく　　　たの　　　　　　　　　　   

内 容　毎月の曲のテーマに沿って音楽を楽しもう
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（１～６年生）　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１７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１日（日）以降に児童館へお問い合わせください。

         　　　　　 　　　　　　　　　　　　　    しゅげいきょうしつぼ しゅう

  　　　　    手芸教室募集
にち   　じ　   れい　わ　　 　ねん    がつ　　       　　 がつ      し  てい　　   にち よう  び　  　ぜん　   かい

日 時　令和４年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）
もうしこみ　      がつ　   　　 　にち　 にち　                    　    でん わ　　　　   　　うけ つけ　　　　　　　　　　　　           　     

申 込　４月１７ 日（日）９：３０～電話のみ受付　　

　　　　　　　　　　　　　　　　                      　いんぼしゅう

  　　     ゆうゆうクラブ員募集
にち     じ    　れい わ     ねん   がつ　    れい わ　　ねん   がつ　　  し  てい　　   ど　よう び　　 ぜん　　　かい

日 時　令和４年５月～令和５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　

内 容　学校や学年の違ったお友達と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いろいろ　　　        　　　　たい けん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色々なことを体験しよう
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（１～６年生）　　　定　員　１０名（先着順）　
もうしこみ　  　 　 がつ 　     にち 　   ど　　　　　　　　　　　　　でん　わ　　　　　  　うけつけ　　　　　　　　　　         　 　　　　　　　　　　　　　　           　     

申 込　４月１６日（土）９：３０～電話のみ受付
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　       くだ

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。

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。

もっこう

木工

せいさく

製作

こんげつ　　　きゅうかん  び　   だい     もく  よう  び　               がつ          にち  　もく

今月の休館日(第３木曜日)　　４月２１日(木)

　ボランティア


