
広瀬児童館　８月　乳幼児　イベントカレンダー

　 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3　　　　　　

つくっちゃお
4 5　　　　　　　

水遊び①
6 7

水遊び③　　　　　　
申込

8 9 10 11 12　　　　　　
水遊び②

13カプラ　　
ブロック

14  

ハッピーチャイ
ルド申込

15 16 17 18 19　　　　　
水遊び③

20 21

つくっちゃお
（9/2）申込

22 23 24 25 26ハッピー
チャイルド

27 28

ハッピーチャイル
ド(9/9)申込

29 30 31 今月の休館日
（第３木曜日）

当日の事業

７月１８日（木） 事業申込み日

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

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＞ 

 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！８月の曲は「バナナくんたいそう」「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☆

←HP
　　ブログ→

　　 ～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）

カプラブロック

    ～カプラで簡単な形に挑戦しよう～
　

　日時：８月１３日（土）１０：００～１１：００　　　　　　　　　

　定員：２０名（先着順）

　対象：未就学児の親子、小学生～高校生    
   持ち物：水分

　申込：７月３０日（土）９：３０～

　　　　　　　　　　　（電話可・代理不可）
　　　　　～巧技台あそびとお誕生会～

　日時：８月２６日（金）　１０：３０～１１：１５

　定員：８組２０名（先着順）　

　対象：2歳～4歳までのお子さんと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者の方    
   持ち物：動きやすい服装・水分・タオル

　申込：８月１２日（金）９：３０～

                               　　　（電話可・代理不可）

ハッピーチャイルド

おもちゃもたくさんあって

　　　　　いっぱいあそべるよ！

８月は元気に体を動かそう！

　い～～っぱい

　　重ねると

　　こんなのも

つくれちゃう！？



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(月) 　

 　２日(火) デイキャンプ　　　　　　　　　中高生卓球④

 　３日(水)

 　４日(木) 　　　　　　　　　　　　　　　中高生卓球⑤

 　５日(金)

 　６日(土) くぎっぽクラブ④

 　７日(日)

 　８日(月) 申込み：小学生工作③

 　９日(火) 　　　　　　　　　　　　　　中高生卓球⑥

 １０日(水)

 １１日(木) 　　　　　　　　　　　　　　中高生卓球⑦

 １２日(金）

 １３日(土) カプラブロック③

 １４日(日)

 １５日(月) 申込み：ナゾトキにチャレンジ

 １６日(火)

 １７日(水)

 １８日(木) ～休館日～

 １９日(金)

 ２０日(土) 一輪車クラブ④

 ２１日(日)

 ２２日(月) 小学生工作③

 ２３日(火) 　　　　　　　　　　　　　　中高生卓球⑧

 ２４日(水)

 ２５日(木) 　　　　　　　　　　　　　　中高生卓球⑨

 ２６日(金)

 ２７日(土) ゆうゆうクラブ・カレンダー作り

 ２８日(日)

 ２９日(月) ナゾトキにチャレンジ

 ３０日(火) 　　　　　　　　　　　　　　中高生卓球⑩

 ３１日(水)

　
　

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   ８月１８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 　　　　にち　　 げつ               りよう  じ かん     か　

　  ☆令和４年７月１１日（月）より利用時間が変わりました。
 　 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～　５：００（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９：００～５：００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★

　

☆ナゾトキにチャレンジ

　　

　　　

デイキャンプ 

HP　　　 インスタ

たいしょう しょうがくせい　　　　　　 　ていいん　　　 めい せんちゃくじゅん

対象：小学生　　　　　定員：1０名（先着順）
 も       もの　すいぶん　              　 ぼう  し　   き がえ      いっしき　くつ　

持ち物：水分・タオル・帽子・着替え一式・靴
　　　　　　　　　か

      　　     替えのマスク・おべんとう
もうしこみ  　がつ　　　 にち　 か                            でんわ

申込：７月１９日（火）９：３０～（電話のみ）
　　

　　う てん　   　ばあい　ところさわこうくうはっしょうきねんかん  けんがく

※雨天の場合は  所沢航空発祥記念館　見学になります    　にち じ　          がつ　        にち    げつ　　　　　

　日時：８月２９日（月）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　     げつ　　　　　　　　　　　　　　　　でんわ　　　か　　　だい　り　　ふ　　か

　申込：８月１５日（月）９：３０～（電話可・代理不可）

☆カプラブロック
   　にち じ　          がつ　        にち     ど　　　

　日時：８月１３日（土）  １０：００～１１：００
　 ない よう　　　　　　　　　　　かんたん　　  かたち 　ちょうせん　　　　　　　　　　　　　　

　内容：カプラで簡単な形に挑戦！
　　ていいん　　　　　めい　せんちゃくじゅん

　定員：２０名（先着順）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　
　たいしょう　　みしゅう　がくじ　　　  おやこ　　　　しょうがくせい         こうこうせい　　　　も　　　もの　　すいぶん

　対象：未就学児の親子、小学生～高学生　　持ち物：水分 　

   もうしこみ　     がつ　        　にち　    ど　　　　　　　　　　  　 　でん  わ   か　　 だい　り　ふ　 か

　申込：７月３０日（土）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

　　　　　               きん　ちゃく　　だ　　　　　　かわ　　あそ　　　　　　　　　たの

     ～巾着田で川遊びを楽しもう～
　     にち　 じ　           　がつ　　　　　か　　　　か　　　　　 　　

  日時　８月２日（火）　９：３０～１４：００

　川遊びを
　　　　したら
 じどうかんで
おべんとう♪
そのあとは・・・
おたのしみ！？

　  にち   じ             がつ          にち      げつ

　日時：８月２２日（月）１０：００～１１：００
　   ないよう　さかな　    およ　   くうちゅうすいぞくかん          つく

　内容：魚が泳ぐ空中水族館を作ろう
      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：６名（先着順）　　対象：小学生
      　も　　　　 もの　 　すい ぶん　　　て　　ふ　　　　　　　　　　　　　　  よご                             　よ　　　　　ふくそう

   持ち物：水分・手拭きタオル・汚れても良い服装
　　  もうしこみ　          がつ　      か       げつ　　　　　　　　　　　　  　　　　 でん   わ　　か          だい　り　　ふ　 か

　申込：８月８日（月）９：３０～（電話可・代理不可）

★おしらせ
しんがた　                              かんせん

新型コロナウィルスの感染が
ひろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あいだ

広がっているため、しばらくの間
さやま   しない　    す

狭山市内に住んでいるおともだちのみ
                 こ                 　りょうしょう

あそびに来れます。ご了承ください。


