
広瀬児童館　1月　乳幼児　イベントカレンダー
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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→

今月の

　休館日

１月１９日（木）

１２月２９日（木）～１月３日（火）

最新の情報はHPもしくはインスタでもチェック！

年末年始　臨時休館
（～１月３日まで）

ハッピーチャイルド

おもちゃの病院　受付中！　１月１３日（金）までに児童館へおもちゃをお持ちくだ

よくあそぶ子にはフクきたる！

　      冬のおまつりウィーク２０２３
内　容：新年を昔遊びとナゾトキクイズで楽しもう

　　　　　絵馬や牛乳パックコマも作れるよ！

　　　　　おまつり恒例のフォトスポットも！！！

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）

申　込：来館する日の前日　９：３０～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話可・代理不可）

　

新年は元気に

 ふゆまつり！ 

   １月２１日（土）～

　　　１月２７日（金）
  ①  ９：３０～１１：３０

　②１４：００～１７：００

２０２３年はひろせでスタートダッシュ！

幼児かるた　

１月４日（水）申込の

 イベントがいっぱい！！

　　　～ジャンボかるたを楽しもう～

日　時：１月５日（木）　 １０：００～１０：３０

対　象：３歳～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

申　込：１月４日（水）９：３０～（電話可・代理不可）

つくっちゃお　

　～手形スタンプでお正月アートを作ろう～

日　時：１月６日（金）　 １０：００～１１：００

　 　　　　　～でんでん太鼓を作ろう～

日　時：２月３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：①１２月２３日（金）　②１月１３日（金）

　　　　　９：３０～（電話可・代理不可）
       　～河原文庫のお話会、誕生会～

日　時：①１月１３日（金）　②２月１０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：水分・タオル・動きやすい服装

申　込：①１月４日（水）　②１月２７日（金）

　　　　　９：３０～（電話可・代理不可）

ステップ
       ～巧技台とゴロゴロマット遊び～

日　時：１月２５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組（先着順）

持ち物：水分・タオル・動きやすい服装

申　込：１月11日（水）９：３０～（電話可・代理不可）

　　 修理まで１週間～１か月ほどお時間を頂く場合がございます。　費用：無料（部品代のみ実費）

1月4日（水）申込開始！
５日：幼児かるた　６日：つくっちゃお

１３日：ハッピーチャイルド



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(日) ～臨時休館日　（1/３まで）～　　

 　２日(月)

 　３日(火)

 　４日(水） レッツチャレンジ　申込

 　５日(木)

 　６日(金)

 　７日(土) 一輪車クラブ

 　８日(日)

 　９日(月)

 １０日(火)

 １１日(水)

 １２日(木）

 １３日(金)

 １４日(土) おもちゃの病院　　レッツチャレンジ

 １５日(日) 　　

 １６日(月)

 １７日(火)

 １８日(水）

 １９日(木) ～休館日～

 ２０日(金)

 ２１日(土) 冬のおまつりウィーク（～２７まで）

 ２２日(日) 音楽クラブ

 ２３日(月)

 ２４日(火)

 ２５日(水)

 ２６日(木)

 ２７日(金)

 ２８日(土) ゆうゆうクラブ　カレンダー作り

 ２９日(日) 小学生工作　申込

 ３０日(月)

 ３１日(火)

　
　

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　      

 今月の休館日 12/29～1/3・19
  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）
　    もうしこみ　　　 ぜんじつ                                          あいだ　　　　でん わ          よ やくくだ

 【申込】　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

☆レッツチャレンジ
 

　　                                     あたま　　　からだ　　つか　　　　　　　あそ

～頭と体を使って遊ぼう～　
　　にち　　 じ　      がつ　       か　　　ど　　　

　日　時：１月1４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 　　 　か　　  すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でん わ　か　　　だいり 　ふ　か　　　　　　　　　　　　　

　申　込：1月４日（水）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☆

　 　　　　　　　　  びょういん      こわ                        しゅうり

 おもちゃの病院 ～壊れたおもちゃ修理します～

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 こ

よくあそぶ子にはフクきたる！
　　　　　　　　　　　　　 ふゆ

　      冬のおまつりウィーク２０２３
 

 ない  よう　  しん ねん　  むかしあそ　                                                  たの

内 容：新年を昔遊びとナゾトキクイズで楽しもう！
　　　　          え    ま　　　ぎゅうにゅう　　　　　　　　　　　   　　つく

　　　　　絵馬や牛乳パックコマも作れるよ！
                      ど  にち　                         　しょうがくせいたいしょう　                            たいかい

　　　　　土日には・・・・・・小学生対象のチャレンジ大会！？
たいしょう　        さい              　さい                      　こ　                 ほ   ご  しゃ     　かた

対 象：０歳～１８歳までのお子さんと保護者の方
                       み しゅうがく  じ      　ほ   ご   しゃ どうはん

         （未就学児は保護者同伴）
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　９：３０～（電話可・代理不可）

 　　　 がつ             　にち      　ど　　                 がつ            　にち　     きん

  １月２１日（土）～１月２７日（金）
  ①９：３０～１１：３０　　②１４：００～１７：００

　　     ご  ご

  午後やるよ！！

　  がつ　　　　にち　  きん　　　             じ どうかん　　　　　　　　　　 　 　　　　 　も

１月１３日(金)までに児童館におもちゃをお持ちください。
しゅうり　　　　　　　 しゅうかん　  　　　　　げつ              　じ  かん 　いただ 　ばあい

修理まで１週間～１か月ほどお時間を頂く場合がございます。
 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）

　

　　 ★おしらせ★

 　                       ～キャンディポットをつくろう～   

にち       じ        がつ         にち   にち

日 　時：２月１２日（日）　１０：００～１１：３０
 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　　　　にち 　にち　　　　　　    　　　　　　でん わ　か　 　だい り　 ふ　 か　　　　　　　

申　込：１月２９日（日）９：３０～　電話可・代理不可

あたらしい
おもちゃが

ふえたよ！！


