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開館日：午前 9：00～午後 5：30（10 月～3 月：小学生のみの利用は、午後 5 時まで）※12：00～午後 1：00 は、小学生は入れません

休館日（お休みの日）
：毎月第 2 日曜日

今月の休館日：4 月 8 日（日）

みなさん、新年度を迎えましたね。ご入園・ご入学・ご進学おめでとうございます。
環境の変化に、期待と不安が入り混じる 4 月。
緊張して疲れた時も、元気いっぱいで遊びたい時も、ホッとできるような居場所をご用意してお待ちしております。

4 月の予定
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♪ゲーム大会

午前中
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休館日
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12

✱おひさまひろば

✱ひかりクラブ

午前中

サークル交流会

15

１6

✱ファミリータイム！

✱親子ひろば

午前中

１7
⁂おひさまサロン

午前中

✱おとうさんもいっしょ！

１8
✱ぽれぽれカフェ

10：30～11：30
♪ハーモニカクラブ

１9
（登）幼児グループ

（登）幼児グループ

（りんごグループ）

（いちごグループ）

10：00～11：30
■児童館へ行こう

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

◇おもちゃの病院
10：00～11：00 受付
✱あおぞらペイント

午後 5：30～

22

23
✱おひさまひろば

24
✤おひさまベビー

午前中

10：30～

25

２6

２7

（登）幼児グループ

（登）幼児グループ

（りんごグループ）

（いちごグループ）

10：30～11：30

10：30～11：30

29

30

◇記録会
午後 2：00～4：00

◇全般対象
✱乳幼児対象

♪小学生以上対象

２8

10：30～11：30

■中高生対象

⁂0 歳児対象 ✤1 歳児対象 ♬就園児対象

(サ)サークル活動

（登）登録制

【ドッジボールをしよう！】
毎週（火）
（木）低学年午後 4：15～4：30

高学年午後 4：30～4：45

毎週（土）低学年 10：00～10：15 高学年 10：15～10：30 全員タイム 10：30～10：45
※ドッジボール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。
【卓球をしよう！】

毎週（月）
（水）
（土）の午後

※1 組につき１５分予約制です。連続しての予約・利用はできません。卓球台が出ている時間は、集会室は卓球専用のお部屋となります。

ひかり児童館からのお知らせ
児童館の利用について

ホームページへの写真掲載について

乳幼児さんは、成人の保護者の方と一緒にご

ひかり児童館では、ホームページを作成しています。児童館の概要をはじめ、毎月の活動や児童館たより

利用いただけます。小学生以上は、お子さん

などもホームページからご確認いただけます。また、不定期ではありますが、活動のブログも掲載してい

だけでご利用いただけます。また、児童館で

ます。その際に活動の様子を伝えるために、写真を掲載させていただく場合があります。

は、緊急時に連絡がとれるように、『児童館

写真は、なるべく個人が特定できないもの（顔がはっきりと写っていないものなど）を掲載させていただ

使用者登録書』をご記入いただいています。

いております。ご理解・ご協力をお願いいたします。

乳幼児さんの場合は、はじめてのご利用の際

写真掲載についてのご質問等がありましたら、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。

にお願いします。小学生以上の場合は、利用

【ひかり児童館ホームページ】http://comaam.jp/hikari/

前に登録をお願いします。

検索エンジンで「ひかり児童館」と入力してみてください！

または

今月のひかり児童館の活動
今月のおもちゃの病院

ハーモニカクラブのお知らせ

大切なおもちゃ、おうちにありませんか？毎月第３土曜日におもち

毎月第 1・第 3 火曜日に先生をお招きし、ハーモニカクラブを実施しています。新

ゃの病院が開院しています。おもちゃの病院の先生が丁寧に直して

1 年生から参加していただけます。興味のあるお友だちは、まずは見学に来てみて

くださいます。修理代は、無料です。部品代のみご相談後にいただ

下さい。

くことがあります。

【今月の練習日】4 月 17 日（火）

【日

時】4 月 21 日（土）10：00～11：00

受付

初心者クラス：午後 4：00～4：30
経験者クラス：午後 4：30～5：00

ゲーム大会

児童館へ行こう

春休み恒例に交流行事♪「ゲーム大会」を今年も行います。みなさ

中高生が考える中高生のための時間です。お友だちで誘い合って、ぜひ遊びに来て

んの参戦！お待ちしています！！

ください！また、児童館へ行こうに参加するときは、必ずおうちの人に言ってから、

【日

時】4 月 6 日（金）午後 2：00～

遊びに来ましょう。待ってます！
【日

時】4 月 18 日（水）午後 5：30～7：00

ひかり児童館子育て支援センターからのお知らせ
☆あおぞらペイント☆

ひかりクラブサークル説明会＆交流会のお知らせ♪

大きなまっしろい布に、みんなでペイントしませんか？

ひかりクラブって知ってますか？ひかりクラブとは、ひかり児童館で活動して

手足を使ったり、筆を使ったり。。。

いる母親クラブです。0 歳児さんのサークル活動「ぴよぴよベイビー」1 歳児

最後に、その大きな布を「こいのぼり」に変身させちゃいます。みんな

さんのサークル活動「ピカピカザウルス」2 歳児さんのサークル活動「ラッコ

で作ったこいのぼりは、こどもの日まで児童館内に掲示します。

の親子」など、サークル活動が中心となっています。母親クラブの活動に興味

天気がよければ、外のひろばで行います。

のある方は、ぜひお気軽にお越しください♪

【日

時】4 月 21 日（土）10：30～11：30

【日

時】4 月 1２日（木）10：30～

【対

象】乳幼児さんとその保護者

【対

象】乳幼児さんとその保護者

1 時間程度

【持ち物】着替え、タオルなど

☆つどい活動☆
☆ひろば活動☆
★ぽれぽれカフェ：18 日（水）10:00～11:30
☆ファミリータイム！：毎月第１，第 3 日曜日の午前中

【参加費】100 円（飲み物・お菓子代）※マグカップをご持参ください

1 日（日）『クルマの日』

ゆっくりお茶しにいらっしゃいませんか？お友だちとお話ししたり、ゆっくり

ミニカーの街をご用意して、お待ちしています。

読書を楽しんだり、自分のために時間作りませんか？お子さんの保育は、職員

コンビカーもありますよ！

が行います。

15 日（日）『プラレールの日』

★おとうさんもいっしょ！：15 日（日）10:30～11:30

おとうさんもいっしょ！も同じ時間に行います♪

ファミリータイムと同じ日に行います。今年度最後の活動です。

プラレールを使って、一緒に遊びましょう。

お父さんもいっしょに楽しく遊びましょう。

☆おひさまひろば：毎週月曜日（第３月曜除く）の午前中

★おひさまサロン：17 日（火）10:30～11:30

9 日（月）『作ろうの日』

0 歳児さん対象の活動です。今月は、
「ふれあい遊び」を行います。ママのおし

みんなでたんぽぽの壁面を作りましょう。できあがった作品は、図書室

ゃべりタイムもありますよ。

に飾らせていただきます。ママ同士でお話ししながら交流をしたり、お

★おひさまベビー：24 日（火）10:30～11:30

子さんと一緒に広々遊んだり。。
。ぜひお越しください☆

1 歳児さん対象の活動です。
「ふれあい遊び」を行います。1 歳児さんが気軽に

23 日（月）『4 月生まれのお誕生日会』

遊べる簡単な手作りおもちゃの紹介もします。

みんなで 4 月生まれのお友だちのお祝いをしましょう。
お誕生日月のお友だちには、手作りカードのプレゼントがあります！
☆親子ひろば：16 日（月）
今年度初めての親子ひろばでは、親子製作で「ちょうちょ」を作ります。
民生委員さんにもお越しいただきます。気軽にお話していただけると思
います。また、親子ひろばでは特別にボールプールも登場します。

長期学校休業期間中のご利用について
いつも児童館にご来館いただきまして、ありがとうございます。
3 月 27 日（火）～4 月 7 日（土）は、近隣小中学校の春休み期間となります。
乳幼児さんから小中高生までが気持ち良く利用していただけるよう、混雑時に
は、部屋を分けたり、遊ぶスペースを区切るなどの声掛けをさせて頂くことが
あります。みなさんのご理解・ご協力をお願いいたします。

