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日 月 火 水 木 金 土 

 1 
♪ドッジボール 

16：00～16：15 

16：15～16：30 

2 
✱おはなしランド 

（3～５歳児さん） 

15：30 ～16：30 

3 

♪卓球 

13：00～17：00 

  4 5 
✱おひさまひろば 

（かざろうの日） 

9：30～11：30 

♪卓球 

13：00～17：00 

      6 
✱おひさまベビー 

10：30～11：30 

♪ハーモニカクラブ 

15：45～16：45 

 7 
✱ぽれぽれタイム 

10：30～11：30 

♪卓球 

13：00～17：00 

8 

♪ドッジボール 

16：00～16：15 

16：15～16：30 

9 10 

♪卓球 

13：00～17：00 

11 

 

休館日 
 

12 
✱おひさまひろば 

（クリスマス会） 

①9：15～10：15 

②10：30～11：30 

♪卓球 

13：00～17：00 

13 

♪ドッジボール 

16：00～16：15 

16：15～16：30 

14 

✱オンライン 

ひかりひろば 

10：30～11：00 

♪卓球 

13：00～17：00 

15 
♪ドッジボール 

16：00～16：15 

16：15～16：30 

16 
✱親子でげんき！ 

体操教室 

10：30 ～11：30 

17 

♪卓球 

13：00～17：00 

18 19 
✱おひさまひろば 

（身体測定＆ 

お誕生日会） 

9：30～11：30 

♪卓球 

13：00～17：00 

20 
✱おひさまキッズ 

10：30～11：30 

♪ハーモニカクラブ 

15：45～16：45 

21 
♪卓球 

13：00～17：00 

22 
♪ドッジボール 

16：00～16：15 

16：15～16：30 

23 
♪クリスマス会 

14：00～16：00 

24 
♪卓球 

13：00～17：00 

25 
♪記録会 

26 
♪卓球 

13：00～17：00 

27 
♪ドッジボール 

16：00～16：15 

16：15～16：30 

 

28 
♪卓球 

13：00～17：00 

29 30 31 

 

【乳幼児とその保護者の方】 

 

【小学生以上のおともだち】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用方法 利用時間 使用できるお部屋 使用できる人数 

全開館日 

予約制 

・利用するご家族の予約のみ 

・利用日前日の予約（9：00～17：30 に電話予約） 

※前日が休館日の場合、その前々日に受付 

※10：00～10：15、15：00～15：15、17：00～17：30 の間

はお部屋やおもちゃの消毒等をするリフレッシュタイムになります。 

午前 9：00～11：45 

午後 13：00～17：00 

※2 時間程度のご利用を

お願いします。 

プレイルーム・集会室・図書室 

※小学生以上の利用がある場合は使

用できる部屋を制限することがあ

ります。 

27 人程度 

 利用方法 利用時間 使用できるお部屋 使用できる人数 

平日 直接来館 

・当日の利用状況により遊べない場合もあります。 

・名前、学校名、学年の記入をしての利用となります。 

※10：00～10：15、15：00～15：15、17：00～17：30 の間

はお部屋やおもちゃの消毒等をするリフレッシュタイムになります。 

※学校の振替休業日の場合は平日の時間帯で遊べます。 

午後 13：00～17：00 

※2 時間程度のご利用を

お願いします。 プレイルーム・集会室・図書室 

※乳幼児親子の利用がある場合は使

用できる部屋を制限することがあ

ります。 

10 人程度 

土 

・ 

日 

・ 

祝日 

午前 9：00～11：45 

午後 13：00～17：00 

※2 時間程度のご利用を

お願いします。 

27 人程度 

開館時間:9:00～17:30 

休館日:第 2日曜日 

年末年始（12/29～1/3） 

ひかりじどうかんだより  

12月号 

所沢市立ひかり児童館・子育て支援センター 

(指定管理者：株式会社コマーム) 

所沢市中富南 4－4－1 

電話：２９９６－３９９５       
http://comaam.jp/hikari/ 

https：//www.instagram.com/hikarijidoukan 

 

12 月の予定 

 

✱乳幼児対象 ♪小学生以上対象 

【利用時のお願い】 
 

・当日は検温をして来館してください。発熱以外にも体調不良の方は利用でき

ません。 

・入館時に手指の消毒、健康確認にご協力ください。 

・マスクの着用にご協力をお願いします。 

・おもちゃは事務室にて制限しての貸し出しとなります。（返却後消毒） 

・読んだ本も事務室に返却ください。（返却後消毒） 

・当面の間、ランチタイムは利用できませんのでご了承ください。 

・利用者登録書の記入をお願いします。 

☆今後の感染状況によりイベント

が中止または延期になる場合が

ありますのでご了承ください。 

年末年始のお休み 

12 月 29 日（木）～1 月 3 日（火）は、

お休みとなります。 

https://2.bp.blogspot.com/-EeIM6je89pU/UqA6N__Z1zI/AAAAAAAAbQI/_59pUeJH6SY/s800/line_christmas_tree.png
https://2.bp.blogspot.com/-EeIM6je89pU/UqA6N__Z1zI/AAAAAAAAbQI/_59pUeJH6SY/s800/line_christmas_tree.png


乳幼児向け事業 
所沢市立ひかり児童館・子育て支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

おひさまひろば☆クリスマス会 
～あそびのひろばとミニクリスマス会～ 

 

【日 時】12/12（月）①9：15～10：15 ②10：30～11：30 

【定 員】申込制 各回 20 名 

【対 象】未就学児とその保護者 

【申込み】12/1（木）～ ※電話か事務室へお申込みください。 

おひさまひろば 

 

 

12/5（月）『かざろうの日』 

「来年はうさぎどし」 

だるまうさぎをつくってかざろう。 

☆11：20 から「おはなし会」を行います。 

 

12/19（月）『身体測定＆お誕生日会』 

誕生日を迎えたお子さんに誕生日カード＆メダルをプレゼ

ントします。また、フォトスポットもありますので、記念写

真もどうぞ。身体測定はどなたでも計測できます。（身体測定

カードをお渡しします。） 

☆11：00 から「お誕生日会」を行います。 

★予約をお願いします★ 【時間】9：30～11：30 【定員】12 組 

☆おひさまベビー 12/6（火）10：30～11：30 

「もうすぐクリスマス☆」 

０歳児（R3.4.2 生まれ～現在）対象の活動です。 

※身体測定、ハイハイレースもあります。 

【申込み】11/25（金）～ 

 

☆おひさまキッズ 12/20（火）10：30～11：30 

「メリークリスマス☆」 

1 歳児（R2.4.2～R3.4.1 生まれ）対象の活動です。 

【申込み】12/1（木）～ 

 

【内 容】手形、足形アートでプラ板キーホルダーづく

りをします。 

【定 員】申込制 各約 6 組 

※電話か事務室カウンターへお申込みください。 

ぽれぽれタイム 
今月はクリスマスツリーキャンドルを作ります。 

 

【日 時】12/7（水）10：30～11：30 

【定 員】申込制 約 6組 

【申込み】11/25（金）～ 

 

※電話か事務室カウンターへお申込みください。 

※飲み物は各自お持ちください（水筒、ペットボトルなど） 

※お子様の保育はありません。 

オンラインひかりひろば☆クリスマス会 

 

おうちにいながら児童館とつながるオンラインの子育て

ひろばです。 

オンラインでクリスマス気分を楽しみましょう。 

Zoom アプリを使用します。 

【日 時】12/14（水）10：30～11：00  

【申込み】受付中 

※電話か事務室へお申込みください。 

今月の休館日 

今月の休館日は 12/11（日）です。 

 

年末年始の休館日 

 年末年始の休館日は 12/29（木）～1/3（火）です。 

おはなしランド 

クリスマスの絵本をテーマに工作を行います。 

 

（3～５歳児さん） 

絵本『めがねうさぎのクリスマスったら 

クリスマス』 

アドベントカレンダーをつくります。 

【日 時】12/2（金）15：30 ～16：30 

【定 員】申込制 6 組 

【申込み】受付中 

※電話か事務室へお申込みください。 

☆クリスマス会のお知らせ☆ 

ハーモニカクラブの発表、クリスマスのおはなしとゲームな

ど、みんなでクリスマスを楽しみましょう！ 

【日 時】12 月 23 日（金）午後 2：00～午後 4：00 

【対 象】小学生以上 

【定 員】25 名 

【申込み】12/1（木）から 12/18（日）まで 

※電話か事務室へお申込みください。 

ひかり児童館からのお知らせ  

親子でげんき！ 体操教室 
体育指導員さんによる教室です。 

親子で体を動かしてあそびましょう。 

【日 時】12/16（金）10：30～11：30 

【定 員】申込制 8 組 

【対 象】2 才以上のお子さんとその保護者 

【持ち物】動きやすい服装、運動靴 

【申込み】11/25（木）～ ※電話か事務室へお申込みください。 
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