
広瀬児童館　11月　乳幼児　イベントカレンダー

　 月 火 水 木 金 土 日
1 2

ドレミクラブ
3
ミニダンス

4 5 6

ステップ申込 里芋掘り申込

7
つくっちゃお

8 9
ドレミクラブ

10
ミニダンス

11
収穫ごっこ

12 13  

親子リトミック
申込

ハッピーチャイ
ルド申込

14 15 16
ステップ

17 18 19 20

ハッピーチャイ
ルド申込

21親子リト
ミック

22 23 24
ミニダンス

25ハッピー
チャイルド

26 27
里芋掘り

28 29 30
ドレミクラブ

当日のイベント   １０月から申込受付中！

☆つくっちゃお(10/24)

☆秋の収穫ごっこ(10/28)イベント申込日

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、児童館までお問い合わせください。

　＜広瀬児童館のご利用の仕方＞ ☆今月開催＆申込みのイベント

←HP

　インスタ→

☆ミニダンスタイム☆

　～河原文庫お話会・お誕生会～

日　時：①１1月２５日（金）１０：３０～１１：１５

          ②１２月　２日（金）１０：３０～１１：１５　

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（先着順）

持ち物：動きやすい服装・水分・タオル

申　込：①１１月１１日（金）９：３０～

　　　　 　　   ②１１月１８日（金）９：３０～

　　　　　　　　　　　　　　　　（電話可・代理不可）

ハッピーチャイルド

～今月はバナナくんたいそう と サンサンたいそう～　
日　時：毎週木曜日（第3週のみ金曜日）１１：１５～

申　込：なし　 来館した方が参加できます。

☆里芋掘り☆

☆秋の収穫ごっこ☆

 ～児童館で収穫ごっこを楽しもう♫～

日　時：１１月１１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：６組（先着順）

持ち物：水分・タオル・動きやすい服装

申　込：１０月２８日（金）９：３０～

　　　　　　　　　　　　　（電話可・代理不可）

今月の

　　休館日

1１月１７日（木）

　第３木曜日

最新の情報はHPもしくはインスタでもチェック！

 ～かわいいクリスマスリースを作り～
日　時：１1月７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：１０月２４日（月）９：３０～

　　　　　　　　　　　　　（電話可・代理不可）

 ☆つくっちゃお☆

～秋の味覚を収穫してみよう♪～
　

　日時：11月27日（日） 

　      ①９：３０～　②１０：００　③１０：３０～　　

　場所：智光山公園近くの畑

　　　　　　　　　　（現地集合・現地解散）

　対象：未就学児～小学生のお子さんと

　　　　　　                     保護者の方

　定員：①②③各５組（先着順）　　

  費用：１株３００円（当日集金）
  申込：１１月６日(日）９：３０～
                                  （電話のみ・代理不可）

☆ステップ☆

～巧技台遊びとゴロゴロ遊び～
日時：１１月１６日（水）１０：００～１０：３０

対象：２歳～４歳児のお子さんと保護者の方
定員：８名

持ち物：水分・タオル・動きやすい服装
申込：１１月２日（水）９：３０～
　　　　　　　　　　　　　　 （電話可・代理不可）

☆親子リトミック☆
  ～ピアノに合わせて身体を動かして遊ぼう♫～

日時：１１月２１日（月）１０：００～１０：３０

対象：２～4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・動きやすい服装

申込：１１月７日（月）９：３０～

　　　　　　　　　　　　　（電話可・代理不可）

講師：奥田　幸恵先生 ・ 梅　陽子先生



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(火)

 　２日(水)

 　３日(木)

 　４日(金）

 　５日(土) ボランティアクラブ　

 　６日(日) 音楽クラブ　　手芸教室　申込：里いも

 　７日(月)

 　８日(火)

 　９日(水) 申込：小学生工作（クリスマス）

 １０日(木)

 １１日(金)

 １２日(土）レッツチャレンジ

 １３日(日) 小学生バス遠足

 １４日(月)

 １５日(火)

 １６日(水)

 １７日(木) 　～休館日～　　

 １８日(金）

 １９日(土) ゆうゆうクラブ　くぎっぽクラブ

 ２０日(日) 組み木クラブ　申込：小学生工作（年賀状）

 ２１日(月)

 ２２日(火)

 ２３日(水) 小学生工作

 ２４日(木)

 ２５日(金)

 ２６日(土) 一輪車クラブ　カレンダークラブ

 ２７日(日) 里芋掘り

 ２８日(月)

 ２９日(火)

 ３０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   １１月１７日（木）
  かく  　じ    ぎょう　         しょう　さい　　　　 じ     かん  とう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　どう　かん　　　　　　　　　　　と　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　

各事業の詳細や時間等はHPまたは児童館まで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。
　　　　しんがた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん せん　    ひろ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　 あいだ　

  ☆新型コロナウィルスの感染が広がっているため、しばらくの間
　さやま し  ない    す　　                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ              　　りょうしょう

狭山市内に住んでいるおともだちのみ あそびに来れます。ご了承ください。 　 

　　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 かいさい          もうしこみ

 ★今月開催＆申込のイベント★

　　

HP　　 インスタ

　  　さと いも ほ                           あき　 　みかく　    しゅうかく

☆里芋堀り☆ ～秋の味覚を収穫しよう～
                にち　じ　　　 　がつ　   にち　  にち

日時：11月27日（日）　①９：３０～　②１０：００～　③１０：３０～　　
　　　　　　　　　　　　　　　 ば しょ     ち  こう  ざんこうえん ちか  　    はたけ げん ち しゅうごう　 げん ち  かいさん

場所：智光山公園近くの畑（現地集合・現地解散）
　　　　　　　　　　　　　　たいしょう 　みしゅうがく   じ     　しょうがくせい         　こ　                ほ ご   しゃ　   かた

対象：未就学児～小学生のお子さんと保護者の方
ていいん　　　　　　　　　　かく　　　くみ　せんちゃくじゅん

　定員：①②③各５組（先着順）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ   よう    　かぶ　          えん  　とうじつしゅうきん

費用：１株３００円（当日集金）
　　　　　　　　　　　　　　　もうしこみ　　　がつ　　　　 か 　　にち　                         でんわ  　　　　 だいり ふ  か

申込：１１月６日(日）９：３０～（電話のみ・代理不可）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いろいろ

☆レッツチャレンジ☆　～色々なゲームをしよう！～

　　  も　    もの　      

※持ち物など
　　　くわ

　　詳しくは
　　　　　　　　　  らん 　

 　HPをご覧

        ください。

                        にち  じ　　　   　がつ　　　　　にち　　 ど　

日時：１１月１２日（土）　１４：００～１５：００
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　　　　　 　　　　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　　   　　にち　 　ど　　　　　　　　　　 　　　　でん　わ　か　　だい　り　ふ　か　　　　　　　

申込：１０月２９日（土）９：３０～　電話可・代理不可

　　　　　　　    き せつこうさく     ねんまつ

たのしい季節工作で年末のイベントの
じゅんび

準備をしちゃおう♫

　　しょうがくせいこうさく

☆小学生工作☆
　　　　　　　　　　　　  　　づく

～クリスマスリース作り～
                          にち じ　          がつ　     　にち　 すい　　　

　日時：１１月２３日（水）１０：００～１１：００　　　   

   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：６名（先着順）
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    も　　　　 もの　 　すいぶん　　　　　　　　　　　

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

　申込：１１月９日（水）９：３０～　（電話可・代理不可）

　　                                                     　え     　　つく　     　ねん  が  じょう

～ちぎり絵で作る年賀状～　
　　　　　　　　　　　　　　にち じ　          がつ　    か　　にち　　　

　日時：１２月４日（日）１０：００～１１：００　　　   

   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：６名（先着順）
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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：11月２０日（日）９：３０～　（電話可・代理不可）

　　　                         しょうがくせい　 　　　　えんぞく　　　　　　　　　　　　　　　　　

☆小学生バス遠足☆
　　            のやまきた　　　ろくどうやま　こうえん　　

　～野山北・六道山公園へピクニック～

                       にち  じ            がつ        にち    にち

日時：１１月１３日（日）　９：００～１４：００
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　　　　べんとう　 すいとう                   　　　　　     とう　　　　　しょうさい  　もうしこみじ

持ち物：お弁当・水筒・レジャーシート等　※詳細は申込時
もうしこみ　　　   がつ　　　　にち　　にち　　　　　　 　　　　　　　でん　わ　か　　だい　り　　ふ　か　　　　　　　

申込：１０月３０日（日）９：３０～　電話可・代理不可
            　　じょうきょう　　　　　　　　 ば   しょ   　へんこう  　ちゅうし     　ばあい

※状況により。場所の変更・中止の場合があります。
            　　　う てん   じ　   ところざわこうくう はっしょう き ねん かん   　けんがく

※雨天時は所沢航空発祥記念館の見学になります。


