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休館日

今月の休館日(第３木曜日)
５月１９日(木)

　　　　　　　　

　日時：５月１４日（土）

　内容：壊れた子ども用のおもちゃの修理

　費用：無料（部品代のみ実費）

　申込：４月３０日（土）～５月１３日（金）

　　　　　　　　におもちゃを持って児童館へ

　　　　
日時：５月１８日（水）１０：００～１０：３０
内容：巧技台遊びとゴロゴロ遊び

対象：２歳～４歳児のお子さんと保護者の方
定員：５組１５名（先着順）
持ち物：水分・タオル・動きやすい服装
申込：５月１１日（水）９：３０～ （電話可・代理不可）

つくっちゃお

ステップ

おもちゃの病院

ハッピーチャイルド②

＜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。
　

まん延防止等重点措置の為、令和４年３月２２日（火）より

児童館の利用の一部が変更となりました。
　

①狭山市外の方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。　

こどもまつりウィーク缶バッチ受け取り期間

　　　　　

日時：毎週木曜日（第３週のみ金曜日）　　　　　　　　　　

　　　　１１：１５～
内容：音楽に合わせて踊ろう
申込：なし

ミニダンスタイム

各事業の詳しい内容や時間等ホームページまたは、児童館へお問い合わせください。

ホールいっぱいに
つかってからだを
　うごかそう！

ぼくたちを
つくりにきてね！

じどうかんで
まってるよ～

日時：５月２日（月）１０：００～１１：００
内容：ペットボトルでキラキラこいのぼり作り

対象：２歳～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２５日（月）９：３０～　（電話可・代理不可）

　　　　　

日時：５月２０日（金）　１０：３０～１１：１５
内容：河原文庫お話会・誕生会
対象：２歳～４歳までのお子さんと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者の方
定員：８組２０名

持ち物：動きやすい服装・水分・タオル
申込：５月１３日（金）９：３０～
　　　　　　　　　　　（電話可・代理不可）
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 今月の休館日は５月19日（木）です。
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＜広瀬児童館のご利用の仕方＞
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まん延防止等重点措置の為、令和４年３月２２日（火）より
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児童館の利用の一部が変更となりました。
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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）
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　　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。
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　　　※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。　

   　にち じ　          がつ　          か　     ど　　　　　

　日時：５月１４日（土）１４：００～１５：００
　 ないよう あたま からだ  つか

　内容：頭と体を作ったゲームをしよう！
      てい  いん　            めい  　せんちゃくじゅん

　定員：１０名（先着順）
      　も　　　　 もの　 　すい　ぶん　　　　　　　　　　　　うご　　　　　　　　　　　　　ふく　そう

   持ち物：水分・タオル・動きやすい服装
　　  もうしこみ　          がつ　       か　       ど

　申込：５月７日（土）９：３０～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でん   わ       か        だい    り     ふ      か

                          （電話可・代理不可）

　　　  ねん  かん　じ　ぎょう       もうしこ　              はじ

年間事業の申込みが始まっているよ！

  かく  　じ    ぎょう　         くわ　　　　　　　ない  よう   　　　　 じ     かん  とう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　   どう   かん  　　　　    　　と　    　　　あ

各事業の詳しい内容や時間等ホームページまたは、児童館へお問い合わせください。

　　　　　　　　     　おんがく　                 　　　  　　　

　　 　 音楽クラブ (全１０回)　　　　　　　　

まいつき　　きょく　　　　　　　　　　　   　そ　  　 　　おんがく　　たの　　　　　　　　　　   

毎月の曲のテーマに沿って音楽を楽しもう！
　 　　　　　　　　　てい いん　　　　 めい せんちゃくじゅん 

　　　　　　定 員　８名（先着順）
　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　           づく

  
 オリジナルカレンダー作り(全１１回)　　　　　　 

 き　せつ　　かんが　　　　　　　　　　　   じ  ぶん　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　   　 つく

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）　

               　　 　 いちりんしゃ　　　　　　　　

   　 　一輪車クラブ（全１１回)

いちりんしゃ 　の　

一輪車に乗れるようになろう！
　　　　　　　　  　　　の　　　　　   こ      むずか      わざ     ちょうせん

　　　　　もう乗れる子も難しい技に挑戦しよう
　　　　　　　　　　　　　　　てい   いん　　　　　　 めい　せんちゃくじゅん　

          　　　定 員　１４名（先着順）
　　　　　　　　　　　　　　　　                      　

   　ゆうゆうクラブ　(全１１回)　　　　　　   

がっ こう   　　  がく　ねん 　    ちが       　　   　    ともだち　  

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
　　　　　　　　　　　      てい    いん　　　 　　 めい 　せんちゃくじゅん　　　

　　　　    　定 員　１０名（先着順）　

　　　ねん　せい

１年生～

　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　 くぎっぽクラブ　(全８回)

　　      き    くぎ　 つか　    こうさく

　       木と釘を使って工作してみよう
　　　　　　　   てい いん　　　めいせんちゃくじゅん

　　　    定 員　４名（先着順）

         　　　　　 　　　　　　　　　　　　    しゅげいきょうしつ

  　　　　   手芸教室（全７回）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つか　        さくひん      つく

　　　　　 ミシンを使って作品を作ってみよう！
　　　　　　　　　　　　　   　てい  いん　    　 めい せんちゃくじゅん 　

　　　　　　　　定 員　４名（先着順）
　　

      しょうちゅうこうこうせい　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

  小中高校生ボランティアクラブ (全１１回)　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 　　　　じゅんび　　　　じ どうかん　　　しょくば たいけん

　　　おまつりの準備や児童館の職場体験など
　　　　　　　　　　　　　　てい いん　　　    めい　　　せんちゃくじゅん　　

　　　　　　　　定 員　１０名　（先着順）　　　

　　　ねん　せい

４年生～
　　　ねん　せい

３年生～

いち　ねん　　　 とお　  　　　                                       かつどう

一年を通していろんな活動をしよう！
たの　　　　　　　　　　　　　　　　　とく　　い　　　　　　の

楽しみながら”得意”を伸ばして
あたら　　　　　　　　す　　　　　　　　 み

新しい”好き”を見つけよう！

レッツ・チャレンジ
　　　　　　　　　　　　びょういん

おもちゃの病院
 にち    じ　            がつ　               か　       ど

日時：５月１４日（土）  
 ない  よう　     こわ　                   こ　                  よう　                                                      

内容：壊れた子ども用の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅう　り

　　　　　　　　　　　　  おもちゃの修理
　ひ　 よう　　　むりょう　　　 ぶ　 ひん  だい　　　　　　　　じっぴ

費用：無料（部品代のみ実費）
 もうしこみ　　  　　がつ　　　　　にち　　　ど　　　　　　　　 がつ　     　　 にち　     きん

申込：４月３０日（土）～５月１３日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                            　　も　　　　　　  　じ　 どう    かん

　　　　　におもちゃを持って児童館へ

　　　  がつ　                     め　     もうこ

　５月からは２つ目の申込みもできるよ！

ぜん　　　　かい
ぜん　　　かい

　ぜん　　　かい

ぜん　　　　かい

　ぜん　　かい

ぜん　　　かい

ぜん　　　かい

　　　　　　　　　　　　 ぼしゅう ちゅう

まだまだ募集中！

　　 もうしこ　　　　 

　申込むチャンス！


