
広瀬児童館　７月　乳幼児　イベントカレンダー

　 月 火 水 木 金 土 日

当日の事業
今月の休館日
（第３木曜日）
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事業申込み日 ７月２１日（木）
ハッピーチャ
イルド④申込

4 5 6
ドレミクラブ⑧

7 8ハッピーチャ
イルド④

9 10  

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

水遊び①
申込

25 26 27 28 29 30 31

つくっちゃお
申込

水遊び②
申込

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
       
 　＜HP＞http://www.sayama-dai3.com
       
　 ＜ブログ＞http://hirosejidoukan.blog.fc2.com

休館日

　    ☆令和４年６月１日（水）より利用定員が変わりました。
 

【開館時間】① 午前　　９：３０～１１：３０（３０名）
　(定員）　 ② 午後　　２：００～　４：３０（３０名）　
【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）
            ご家族以外の代理予約はできません。
　

　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。　

 ※３歳１１か月までのお子さんは空きがあればプレイスとの行き来ができます。

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。

　＜広瀬児童館のご利用の仕方＞ 

夏のおまつりウィーク

 つくっちゃお

水遊び（全3回）

　～お外でいろんな水遊びをしよう！～
日　時： ①８月５日（金）　１０：００～１１：００
           ②８月１２日（金） １０：００～１１：００
　　　　　③８月１９日（金） 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・着替え

申　込：①７月２２日（金）９：３０～
　　　　　②７月２９日（金）９：３０～
　　　　　③８月5日（金）９：３０～
　　　　　　　　　　　　　　（電話可・代理不可）

ミニダンスタイム

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！7月の曲は「サンサンたいそう」「カエルの体操」

申　込：なし（当日遊びにきた方が参加できます）

☆今月のイベント☆

日　時：７月１６日（土）～２２日（金）　　①９：３０～１１：３０　②１４：００～１７：００
内　容：手作りのおおきなおもちゃや工作をできるコーナーもあるよ
　　　　　なぞときゲームに挑戦して景品をゲットしよう！（無料）
　　　　　写真スポットで写真を撮ると無料で缶バッチを作ってもらえるよ♪　
　　　　　（後日、引換え　期間中先着５０名）
対　象：０歳～18歳までのお子さんと保護者の方（未就学児は保護者同伴）
定　員：①②各３０名（先着順）
申　込：来館する日の前日（電話可・代理不可）

←HP
　　ブログ→

　　　　　～七夕飾りを作ろう～
日　時：７月１日（金）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：６月２４日（金）９：３０～ 
                     　　　　  （電話可・代理不可）

　　　～紙コップで風車を作ろう～
日　時：８月３日（水）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：７月２０日（水）９：３０～
　　　　　　　　　　　　　　 （電話可・代理不可）

　　　何回きてもおもしろい！

　　盛り沢山の1週間、

　　　　　　あそびにきてね♪

詳しくはおたより特別号も

　　　　　　　　　　　チェック！！



狭山市広瀬2－2－17☎2952－7120

＜ＨＰ＞ｈｔｔｐ://www.sayama-dai3.com/

＜ブログ＞http://hirosejidoukan.blog.fc2.com/

☆今月のイベントカレンダー☆

 　１日(金) 　

 　２日(土) ボランティアクラブ⑤・カレンダー作り③　

 　３日(日) じゃがいも掘り

 　４日(月)

 　５日(火) 　　

 　６日(水) 　

 　７日(木) 　

 　８日(金)

 　９日(土) レッツ・チャレンジ②（申込　７月２日～）

 １０日(日) 音楽クラブ③・手芸教室③

 １１日(月)

 １２日(火）

 １３日(水)

 １４日(木)

 １５日(金) 　

 １６日(土) 夏のおまつりウィーク（～２２日まで）

 １７日(日) 　

 １８日(月)      

 １９日(火)

 ２０日(水) 　

 ２１日(木) 　　　　　　　　　～休館日～　

 ２２日(金) 夏のおまつりウィーク

 ２３日(土) ゆうゆうクラブ③　くぎっぽクラブ②

 ２４日(日) 組み木クラブ③

 ２５日(月)

 ２６日(火) 小学生工作②（申込　７月１２日～）

 ２７日(水) 防犯教室（申込　７月１３日～）

 ２８日(木) フラダンス①　（申込　７月１０日～）

 ２９日(金) フラダンス②

 ３０日(土) 一輪車クラブ③　フラダンス③　　

 ３１日(日) トールペイント（申込　７月１７日～）

　
　

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   ７月２１日（木）

  かく  　じ    ぎょう　         くわ　　　　　　 　ない   よう   　　　　 じ     かん  とう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各事業の詳しい内容や時間等ホームページ
　　　　　　        　　　　  じ      どう    かん　　　　　　　　  と　　       　あ

または、児童館へお問い合わせください。

　　　　　　　れいわ      ねん      がつ ついたち　  すい　　　　      り よう ていいん      か　

　  ☆令和４年６月１日（水）より利用定員が変わりました。
 　 かい かん じかん　          ご　ぜん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 めい 

【開館時間】① 午前　　９：３０～１１：３０（３０名）
　　　 ていいん                  ご　ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　めい

　(定員）　 ② 午後　　２：００～　４：３０（３０名）
　　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）
　　　　　　　　　　　　　　　か ぞく  いがい　   だい  り  よ やく

            ご家族以外の代理予約はできません。
　　 じぎょう　                   り  よう                　ば あい　                             と       あ

　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。
　　　　しょうがくせいいじょう　  かた  　ぜんじつ　    ほ  ご しゃ   　かた　   よ やく         ねが

　※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。 　

　  　　　　ひろ　 せ    じ  どう  かん　            り  よう        し   かた

  ＜広瀬児童館のご利用の仕方＞
　　　　    こん    げつ 

 ★今月のイベント★

　  　　　　　　　　　　　　　                 　　もの　　　　 　かざ        つ　

☆トールペイント ～物かけを飾り付けよう～
にち　じ　　　 　がつ　   にち　 にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こう　し　　みのうらせんせい

日時：７月３1日（日）　９：３０～１１：００　　講師：箕浦先生
ていいん　 　　めいせんちゃくじゅん　      　たいしょう　しょうがくせい

定員：７名（先着順）　   対象：小学生
 も　　　　もの　すいぶん　　　　　　　　　　うわ  ば　　      よご                            ふくそう

持ち物：水分・タオル・上履き・汚れてもいい服装
もうしこみ　　　がつ　　　 にち にち　                          でんわ か　 だい り ふ   か

申込：７月１７日(日）９：３０～（電話可・代理不可）
　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   おど

☆フラダンス ～フラダンスを踊ってみよう～

　　

　　　　　　　　なつ

☆夏のおまつりウィーク！

HP　　　 ブログ

　　　　　　がつ　　　　　　　　　　　　       にち　　  　　　　　ど

7月１６日（土）～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　がつ　　　　　　      　　　　　　にち　　   　　　　きん

　　　7月２２日（金）
　①9:30～11:30　②14：00～16:30

ないよう　  て づく　　　　　　                                              　こう さく

内容：手作りのおおきなおもちゃや工作をできるコーナーもあるよ
                                                            ちょうせん　       けいひん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むりょう

　　　　なぞときゲームに挑戦して景品をゲットしよう！（無料）
                　　　　　　　　　 ひ　 が                 しょうがくせい　                                             くわ　　　　　　　とくべつごう　

　１４：３０～は日替わりの小学生タイムがあるよ！　詳しくは特別号で！ !
たいしょう　　  さい　　　　　 さい                      　こ　                ほ  ご   しゃ　   かた　   み しゅうがく  じ　       ほ ご   しゃどうはん

対象：０歳～18歳までのお子さんと保護者の方（未就学児は保護者同伴）
ていいん　　　　　　  かく　　　　めい せんちゃくじゅん

定員：①②各３０名（先着順）
もうしこみ  らいかん　         ひ　      ぜんじつ　 でんわ    か　 だい   り  ふ    か

申込：来館する日の前日（電話可・代理不可）
   　 フォトスポットで
　　  しゃしん　　 と

　 写真も撮れるよ！

   　にち じ　          がつ　        にち    もく　　　　　　　　 にち  　　ど　　　　　　　　　　　こう　し　     しば   た せんせい

　日時：７月２８日（木）～３０日（土）　　　　　講師：柴田先生
　　　　　　　 にち             　にち　                                                                          にち

　　２８日/２９日　９：３０～１０：３０　３０日１４：００～１５：００
      てい  いん　       めい  　せんちゃくじゅん　　　　      たいしょう　　　しょうがくせい　　ちゅうがくせい

　定員：８名（先着順）　    対象：小学生・中学生
      　も　　　　 もの　 　すい　ぶん　　　　　　　　　　　

   持ち物：水分・タオル
　　  もうしこみ　          がつ　       　　か　     にち　　　　　　　　　　　　　　　　でんわ　　　か　　　だい　り　　ふ　　か

　申込：７月１０日（日）９：３０～（電話可・代理不可）

　　しょうがくせい こう  さく　                                             づく

☆小学生工作　～エコバック作り～

　ぼうはんきょうしつ

☆防犯教室
   　にち じ　          がつ　        にち    すい　　　

　日時：７月２７日（水）  １０：００～１１：３０　

　　 ない  よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      　とう   げ  こう　

　内容：まもりのプロがアドバイス　あんしんして登下校
      てい  いん　       　　　めい  　せんちゃくじゅん　　　　　　　　 たいしょう　   しょう がっ こう  てい   がく  ねん

　定員：２０名（先着順）　　　対象：小学校低学年
      　も　　　　 もの　 　すい　ぶん　　　　　　　　　　　　  よご　　　　　　　　　　　　　　      ふく　そう

   持ち物：水分・タオル・汚れてもよい服装
　　  もうしこみ　          がつ　       　にち　     すい　　　　　　　　　　　　　　　　でんわ　　　か　　　だい　り　　ふ　　か

　申込：７月１３日（水）９：３０～（電話可・代理不可）

   　にち じ　          がつ　        にち      か　　　　

　日時：７月２６日（火）１０：００～１１：００
      てい  いん　         めい  　せんちゃくじゅん　　　　　たい しょう 　　しょうがくせい

　定員：７名（先着順）　　対象：小学生
      　も　　　　 もの　 　すい ぶん　　　　　　　　　　　　

   持ち物：水分・タオル
　　  もうしこみ　          がつ　      　　にち       か　　　　　　　　　　　　  　　　　 でん   わ　　か          だい　り　　ふ　 か

　申込：７月１２日（火）９：３０～（電話可・代理不可）


