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 10 月の予定 

日 月 火 水 木 金 土 

 

 

 

1 

（登）おひさまクラブ 

（りんごグループ） 

10:30～11:30 

2 

（登）おひさまクラブ 

（いちごグループ） 

10:30～11:30  

3 

  4 

 

     5 

 

 

中富小振替休日 

6 

✱おひさまベビー 

10：30～11：30 

♪ハーモニカクラブ   

午後 4：00～5：00 

7 

 

８ 

（登）おひさまクラブ 

（りんごグループ） 

10:30～11:30 

9 

（登）おひさまクラブ 

（いちごグループ） 

10:30～11:30  

10 

 

 

11 

休館日 

 

✱おひさまひろば    12 

（あそぼうの日） 

9：00～10:00 

10：30～11：30 

13 ✱オンライン  14 
ぽれぽれカフェ 

10：00～10：30 

10：40～11：10 

11：20～11：50 

15 

（登）おひさまクラブ 

（りんごグループ） 

10:30～11:30 

16 

（登）おひさまクラブ 

（いちごグループ） 

10:30～11:30        

17 

♪マンカラ大会 

10：30～11：40 

1８ 

 

✱ ✱おひさまひろば    19 

（つくろうの日） 

9：00～10:00 

10：30～11：30 

20 

♪ハーモニカクラブ  

午後 4：00～5：00 

  21 

 

22 

（登）おひさまクラブ 

（りんごグループ） 

10:30～11:30 

23 

（登）おひさまクラブ 

（いちごグループ） 

10:30～11:30  

   24 

 

◇記録会      25 

午後 1：00～4：00 

✱おひさまひろば   26 

（身体測定＆ 

お誕生日カード渡し） 

9：00～10：00 

10：30～11：30 

         27 

✱おひさまキッズ 

10：30～11：30 

2８ 

 

29 

（登）おひさまクラブ 

（りんごグループ） 

10:30～11:30 

30 

（登）おひさまクラブ 

（いちごグループ） 

10:30～11:30  

31 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所ひか児 第 2号 
令和 2年 9月 23日 
  

ひかりじどうかんだより  

10月号 

 

 

 

 

所沢市立ひかり児童館 

(指定管理者：株式会社コマーム) 

所沢市中富南 4－4－1 

電 話 ： ２ ９ ９ ６ － ３ ９ ９ ５      

http://comaam.jp/hikari/ 

 

 

今月の休館日 

今月の休館日は 11（日）です。 

 

ひかり児童館からのお知らせ 

♦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。 
 

10 月の利用 

【利用対象】当面の間       

平日午前 乳幼児とその保護者のみ ＜市内居住者＞ 

土日祝日 乳幼児とその保護者、小学生以上 ＜市内居住者＞ 

 

【利用時間】平日は①②のみ、土日祝日は①②③④ 

①09：00～10：00 ※10：00～リフレッシュタイム（消毒） 

②10：30～11：30 ※11：30～リフレッシュタイム（消毒） 

③13：30～14：30 ※14：30～リフレッシュタイム（消毒） 

④15：00～16：00 ※16：00～消毒タイム  

 

【利用方法】 

・当面の間、市内居住者の利用のみ 

（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） 

・各回の入れ替え制  

・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 

・連日の予約はご遠慮ください。 

【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。 

 

【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①～④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。 

・名前、学校名、学年の記入をしての利用となります。    

 

インスタグラムのお知らせ 

ひかり児童館ではインスタグラムをはじめました。 

アカウント名は「ひかり児童館」です。 

ひかり児童館の情報を随時アップしていきますので 

ぜひ、ご覧ください！ 

※フォローバックやコメントはできませんのでご了承ください。 

https：//www.instagram.com/hikarijidoukan 

✱乳幼児対象  （登）登録制  ♪小学生以上対象  ◇全般対象 

 

マンカラ大会！！ 

マンカラ王者を決定します。参加待ってます！ 

【日時】10 月 17 日（土）10：30～11：40 

【対象】小学生以上 

【申込期間】～10 月 16 日（金）〆切      

※マスク着用で参加 

 

ハロウィンデコレーション 

児童館をハロウィンの飾りでデコレーションしちゃおう！ 

【日時】10 月 1 日（木）～10 月３１日（土） 

【 対 象 】どなたでも 

※詳細は児童館まで 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1568618390/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTg4MzM-/RS=^ADBvvWK.yMOvMnSmfeh2WP64uY.4Wg-;_ylt=A2Rivb0W5n1dZC8APQiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1568618390/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTg4MzM-/RS=^ADBvvWK.yMOvMnSmfeh2WP64uY.4Wg-;_ylt=A2Rivb0W5n1dZC8APQiU3uV7
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1537254925/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5ob25tYWdvbGYuY28uanAvanAvYmxvZy9zYXBwb3JvLz9wPTE5MDM-/RS=^ADBpGtUsp_w.evR0sPAZM6CVOTsnFk-;_ylt=A2RiomGNVJ9bGTQAR0SU3uV7


乳幼児向け事業 

乳幼児向けスペース 

 

プレイルームには大きなすべり台があり、 

清潔な環境の中で過ごして頂けます。 

貸し出しおもちゃも使ったあとその都度消毒

しています。館内での活動につきましては感

染予防に努めながら行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

おひさまベビー 

０歳児（H31.4.2～現在）対象の活動です。 

「かんたんおもちゃ作り」 

ペットボトルで「キラキラ☆ボトル」を作ります。 

身体測定やママたちの情報交換の時間もあります。 

【日 時】6 日（火）10：30～11：30 

【定 員】約 5 組 

【持ち物】小さめのペットボトル 

【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。 

 

おひさまキッズ 

1 歳児（H30.4.2～H31.4.1 生まれ）対象の活動です。 

「ハッピーハロウィン♪」 

バッグ、キャンディを作ってキャンディ集め♪ 

ハロウィンごっこで楽しみましょう。 

【 日 時 】27 日（火）10：30～11：30 

【 定 員 】約８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。 

オンラインぽれぽれカフェ 

児童館でのぽれぽれカフェはしばらくお休みとなりますが、オン

ラインで開催いたします。ママ同士おしゃべりを楽しみません

か？３人以上のグループでお申し込み下さい。１グループ 30 分

のカフェタイムとなります。 

【 日 時 】10 月 14 日（水） 

①10：00～10：30 

②10：40～11：10 

③11：20～11：50 

 

【 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。 

代表の方は参加される方の人数と名前を申し込み時にお知らせく

ださい。各自、参加者の方はひかり児童館にメールしていただいた

後、こちらから招待メールをお送りします。 

おひさまひろば 

『あそぼうの日』 

12 日（月） ①9：00～10：00 ②10：30～11：30 

平均台やマットなど、体を動かして遊びましょう。 

 

『つくろうの日』 

19 日（月）①9：00～10：00 ②10：30～11：30 

今月の工作は『モコモコおばけくん』です。 

民生委員さんとゆっくりお話しもできます。 

 

『身体測定＆お誕生日カード渡し』 

26 日（月）①9：00～10：00 ②10：30～11：30 

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。（４～１０

月生まれのお友だち）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。） 

 

令和 3 年度ひかり児童館生活クラブ児童を募集します♪ 

所沢市では、保護者が就労などにより、昼間家庭にいない児童が放課後を安心して過ごすことができる場所として、放課後児童クラブ（生活クラブ・児童

クラブ）を設置しています。令和 3 年度ご利用をご希望の方は、申し込みをお願いいたします。申請書は、ひかり児童館及び市役所青少年課で配布、ま

た所沢市 HP からもダウンロードできます。 

【 対 象 児 童 】中富小学校の 1～6 年生 

【申込書配布期間】11 月 2 日（月）～随時 

【申込書提出期間】11 月 16 日（月）～12 月 2 日（水）9：00～18：30 ※日曜・祝日は受付できません 

【申込書提出場所】ひかり児童館 事務室 

 

ひかり児童館では子育て中のお困りごとや悩みなど、電話に

よる相談をお受けしています。顔を見てお話ししたいという

方はオンラインでの相談もできますので、お気軽にお問い合

わせください。 

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。 
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