
 

6 月の予定 
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日 月 火 水 木 金 土 

   

     

       1         

✱おひさまベビー 

10：30～11：30 

♪ハーモニカクラブ   

16：00～17：00 

     2   3 

（登）おひさまクラブ 
（りんごグループ） 

10:30～11:30 

4 
 

5 

♪卓球 

13：30～14：30 

15：00～16：00 

6 

 

 7 

✱おひさまひろば   

（かざろうの日） 

9：00～10:00 

10：30～11：30 

８ 

 

9  

✱ぽれぽれタイム 

10：30～11：30 

 

10 11  12 

♪卓球 

13：30～14：30 

15：00～16：00 

13 

休館日 

  14 

✱おひさまひろば   

（あそぼうの日） 

9：00～10:00 

10：30～11：30 

15 

 

♪ハーモニカクラブ   

16：00～17：00 

  16 

 

17 

（登）おひさまクラブ 
（りんごグループ） 

  10:30～11:30 

1８ 

 

   19 

♪卓球 

13：30～14：30 

 15：00～16：00 

      20 

✱おとうさんもいっしょ！ 

10：00～11：30 

 21 

✱おひさまひろば   

（つくろうの日） 

9：00～10:00 

10：30～11：30 

七夕週間 

         ２2 

✱おひさまキッズ 

10：30～11：30 

  23 

 

24 

（登）おひさまクラブ 
（りんごグループ） 

10:30～11:30 

25 

 

26 

♪卓球 

13：30～14：30 

15：00～16：00 

  27 

◇記録会 

 9：00～10：00 

10：30～11：30 

13：30～14：30 

15：00～16：00         

2８ 

✱おひさまひろば 

（身体測定＆ 

お誕生日カード渡し） 

9：00～10：00 

10：30～11：30 

2９ 30 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

所ひか児 第 3号 
令和 3年 5月 26日 
  

ひかりじどうかんだより  

6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 

♦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】所沢市内及び入間・狭山・飯能・日高市の居住者優先  

平日 ４月より乳幼児とその保護者のみ①～④の時間で利用可能です。 

土日祝日 乳幼児とその保護者、小学生以上  

【平日利用時間】 

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～消毒タイム  

【利用方法】 

・所沢市内及び入間・狭山・飯能・日高市の居住者優先 

・乳幼児は予約制（利用するご家族の予約のみ）※当日来館し空きのある場合に利用可能 

・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。 

 

【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。    
 

【土日祝日利用時間】 

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  

 

✱乳幼児対象 ♪小学生以上対象  

◇全般対象 （登）登録制 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1588998286/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzI2Mzc0Lw--/RS=^ADB24Ju2ixSsJtsFERTNrZlmsP.StE-;_ylt=A2RiouUN37ReumEAjAaU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1588998286/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzI2Mzc0Lw--/RS=^ADB24Ju2ixSsJtsFERTNrZlmsP.StE-;_ylt=A2RiouUN37ReumEAjAaU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1588998286/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzI2Mzc0Lw--/RS=^ADB24Ju2ixSsJtsFERTNrZlmsP.StE-;_ylt=A2RiouUN37ReumEAjAaU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1588998286/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzI2Mzc0Lw--/RS=^ADB24Ju2ixSsJtsFERTNrZlmsP.StE-;_ylt=A2RiouUN37ReumEAjAaU3uV7


乳幼児向け事業 

   

 

    

 

           

 

   

   

 

  

 

    

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

     

ひかり児童館からのお知らせ  

卓球をしよう！ 

土曜日 13：30～14：30 と 15：00～16：00 

の時間中に集会室で卓球ができます。 

（※時間中、集会室は、専用のお部屋となります。） 

対象は小学生以上です。利用時のお願いをよく読んで来館して下さい。 

   

おひさまひろば 

《一週間前より予約ができます》 

『かざろうの日』 

「おしゃれなかたつむり」 

かたつむりさんに折り紙を貼って飾りましょう♪ 

7 日（月） ①9：00～10：00 ②10：30～11：30 

『あそぼうの日』 

平均台やマット、ボールプールなどサーキット遊びで体を動かしましょう。 

14 日（月）①9：00～10：00 ②10：30～11：30 

『つくろうの日』 

21 日（月）①9：00～10：00 ②10：30～11：30 

今月の工作は『ケロケロかえる』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』 

2８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月～6 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。） 

☆11：20～より体操＆おはなし会があります。 

今月の休館日 

今月の休館日は 13（日）です。 

 

おひさまベビー 

０歳児（R2.4.2～現在）対象の活動です。 

「かんたんおもちゃづくり」 
ママたちの情報交換の時間もあります。 

【日 時】1 日（火）10：30～11：30 

【 定 員 】申込制 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。 

 

おひさまキッズ 

1 歳児（H31.4.2～R2.4.1 生まれ）対象の活動です。 

「リトミックでからだをうごかそう」 
講師の先生をお招きしてリトミックを行います。 

参加される方は動きやすい服装 

（スカートやジーパン不可）でお越しください。 

【 日 時 】22 日（火）10：30～11：30 

【 定 員 】申込制 約８組 

【 申込み】受付中 
※電話か事務室へお申込みください。 

ぽれぽれタイム 

ゆったりのんびり… 

日頃の子育てから開放されて、読書やハンドメイド、おしゃべりなど 

自分時間を楽しみませんか？ 

 

【 日 時 】9 日（水）10：30～11：30 

【定 員】申込制 約 12 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。 

※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。 

 

七夕週間   「七夕飾りを作ろう」 

毎年恒例の七夕週間が今年も始まります。短冊に願い事を書き、七夕飾りを作って、児童館に飾りましょう。 

【日時】６月 21 日（月）～7 月 7 日（水） 

【対象】どなたでもご参加いただけます 

 

お     おとうさんもいっしょ！う 

「ダンボールハウスをつくろう」 

父の日イベント！おとうさん出番ですよ♪ 

おうち時間でもあそべるダンボールハウスをつくりましょう。 

アキレスケンタウルス体操も踊るよ♪ 

【 日 時 】20 日（日） 10：00～11：30 

【定 員】申込制 約８組 

【 申込み】受付中  
※電話か事務室へお申込みください。 

4 日 10 日（火）10：30～11：30 

（火）10：30～11：30 

 ひかり児童館でサークル活動しませんか？ 

ひかり児童館では年齢別サークル活動を行っています。 

興味のある方は職員までお声がけ下さい。 
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