
 

♦ひかり児童館 ご利用のご案内♦ 
 

新型コロナウィルス感染防止のため、ご利用する方々の安全を考慮し利用時間、利用人数を制限させて頂いております。 

 

【利用対象】当面の間 

平日 乳幼児とその保護者のみ利用可能＜市内居住者優先＞ 

土日祝日 乳幼児とその保護者、小学生以上＜市内居住者優先＞ 

（市外の方は、当日来館し空きのある場合に利用可能 ※予約不可） 

  

【利用時間】8 月の利用枠追加 

①09：00～10：15 ※10：15～リフレッシュタイム（消毒） 

②10：30～11：45 ※11：45～リフレッシュタイム（消毒） 

③13：00～14：15 ※14：15～リフレッシュタイム（消毒） 

④14：30～15：45 ※15：45～リフレッシュタイム（消毒） 

⑤16：00～17：15 ※17：15～消毒タイム 

（利用枠の追加は今後の感染状況により再度変更することがあります。 

ご理解・ご協力をお願いいたします。） 

 

【利用方法】 

・乳幼児は予約制（利用するご家族の予約のみ） 

・利用日前日の予約（9：00～17：00 に電話予約） 

前日が休館日の場合、その前々日に受付 

・各回の入れ替え制  

 

【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。 
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日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 

✱水遊び（0～2 歳児） 

9：30～10：00 

10：30～11：00 

♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

  3 

✱オンラインクッキング 

10：30～11：30 

☆不思議な科学 

13：45～15：00 

4 

♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

☆ひかりンピック 

13：30～15：00 

5 

✱水遊び（3～5 歳児） 

9：30～10：00 

10：30～11：00 

  6 

♪卓球 

13：00～14：15 

14：30～15：45 

16：00～17：15 

  7 8        9 
♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

  10 11 12 13 

♪卓球 

13：00～14：15 

14：30～15：45 

16：00～17：15 

14 

 

休館日 

 

15 
☆夏休み工作教室 

10：30～11：30 

16 

♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

17 18 
☆ドッジボール大会 

14：00～14：15 

14：30～14：45 

15：00～15：15 

19 20 

♪卓球 

13：00～14：15 

14：30～15：45 

16：00～17：15 

21 22 23 
 

✱水遊び（0～2 歳児） 

9：30～10：00 

10：30～11：00 

♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

24 
☆おばけ屋敷ごっこ 

14：30～14：45 

15：00～15：15 

15：30～15：45 

25 
☆人権教室 

13：30～14：15 

♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

26 
 

✱水遊び（3～5 歳児） 

9：30～10：00 

10：30～11：00 

27 
♪卓球 

13：00～14：15 

14：30～15：45 

16：00～17：15 

28 
◇記録会 

 9：00～10：15 

10：30～11：45 

13：00～14：15 

14：30～15：45 

29 30 
♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

31    
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8 月の予定 

 

✱乳幼児対象 ♪小学生以上対象 ◇全般対象 （登）登録制 

☆小学生以上対象（夏休み特別イベント） 

【小学生以上の利用時のお願い】 
・小学生以上の来館は土日祝日①～⑤の時間に予約な

しで利用できますが、当日の利用状況により遊べな

い場合もあります。 

・ただし、ドッジボール、事前申し込み制のイベント

には平日でも参加することができます。 

・名前、学校名、学年の記入をしての利用となります。 

☆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。 

中止 中止 

中止 中止 
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乳幼児向け事業 

乳幼児向け事業 

★オンラインクッキング 

親子でフリフリ♪アイスクリームをつくろう♪ 

（Zoom を使用して行います） 

簡単アイスクリームをおうちでつくってみよう！ 

【日 時】８月 3 日（水）10：30～11:30 

【対 象】未就学児 

【定 員】6 組 

【申込み】7/20～    

※電話か事務室カウンターへお申込みください。 

※利用は無料ですが利用にあたっての通信料は自己負担となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権教室 

 

所沢市人権擁護委員さんによる、紙芝居「白い魚とサメの子」を行

います。夏休みにいじめや命の大切さを考えてみませんか？ 

【日 時】8 月 25 日（木）13：30～14：15 

【対 象】小学生以上 

【定 員】20 名 

【申込み】７月２１日（木）～8 月 24 日（水）まで 

※電話か事務室カウンターへお申込みください。 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひかり児童館からのお知らせ  

卓球をしよう！ 

【日時】土曜日 

①13：00～14：15 ②14：30～15：45 ③16：00～17：15 

【対象】小学生以上 

利用時のお願いをよく読んで来館して下さい。 

※時間中、集会室は、専用のお部屋となります。 

ドッジボールをしよう！ 

【日時】平日の火曜日・木曜日 

低学年（１・２・３年）16：15～16：30  

高学年（４・５・６年）16：30～16：45  

【対象】小学生以上 

※参加者が多い場合は先着順となる場合があります。 

※時間中はプレイルームと集会室は、ドッジボール専用のお部屋とな

ります。 

夏休み工作教室 
 

☆ドリームキャッチャーを作ろう☆ 

ダンボールや貝殻を使ったエコ工作！ 

【日 時】8 月 15 日（月）10：30～11：30 

【対 象】小学生以上 

【定 員】20 名 

【申込み】７月２１日（木）～8 月 13 日（土）まで 

※電話か事務室カウンターへお申込みください。 

【持ち物】水筒、持ちかえり用の袋、マスク着用 

 

今月はひかり児童館 SDGs 月間です。 

身近な SDGs について考えて学べるイベントや、 

掲げられている 17 の目標に沿ったテーマの絵本や本を図書室のコーナー

にて紹介します。 

夏休みに「未来のためにできること」をみんなで考えてみませんか？ 

ひかり児童館 SDGs 月間 

 

水遊び 
 

下記日程で、乳幼児さんを対象に『水遊び』を行います。暑

い夏を水遊びで乗り切りましょう♪ 定員に達している回も

ありますので、詳細は児童館にお問い合わせください。 

※コロナ感染状況や天候不良等のため、中止することがあり

ますので、ご了承ください。 

 

【水遊びの日】  

0～2 歳児：8/2、8/23 いずれも火曜日 

3～5 歳児：8/5、8/26 いずれも金曜日 

※3～5 歳さんと 0～2 歳さんが一緒に参加される場合、金曜

日に遊びにいらしてください。 

【時 間】9：30～10：00 10：30～11：00 

【定 員】申込制 各回 約 5 組 

【申込み】受付中 

※電話か事務室カウンターへお申込みください。 

【持ち物】水着または水遊び用おむつ，飲み物，タオル， 

着替え  

※おむつが外れていないお子さんは必ず水遊び用パンツの着

用をお願いします。保護者の方も濡れてもいい服装でご参加

下さい。 

オンライン活動について 
ひかり児童館ではオンラインの活動を行っています。ZOOM というアプリをダウンロードしていただき、PC、タブレット、スマートフォンから接続できます。

途中入室退室可能です。 「活動に参加したいけど不安…」という方はお気軽にご相談ください。 

参加までの流れ 

児童館に申し込み ➔ ひかり児童館にメール ➔ 前日までに招待メールをお送りします。➔ 活動時間になったら招待メールをクリック ➔ 活動参加 

※利用は無料ですが利用にあたっての通信料は自己負担となります。 

材料 2 人分（ひかりレシピ） 

・牛乳 150cc ・生クリーム 50cc  

・砂糖 大さじ２・バニラエッセンス・氷 600ｇ 

・塩 100g ・ジッパ―付ビニール袋 大中各 1 枚 

・バスタオル 1 枚・ガムテープ 

🍧材料などは各家庭でご用意をお願いします。 

 

※夏休みの小学生特別イベントのお知らせは、『ひかりじどうかん 夏休み特別号』に載っています。 

※今月の休館日は 14 日（日）です。 

 

中止 
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