
 

♦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】7 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 
 

 

 

七夕週間 

  2 
♪卓球 

13：00～14：15 

14：30～15：45 

16：00～17：15 

  3 4 
✱おひさまひろば 
（かざろうの日） 

9：00～10:00 

10：30～11：30 

5 
✱おひさまベビー 

10：30～11：30 

♪ハーモニカクラブ   

16：00～17：00 

 

  6 

✱ぽれぽれタイム 

10：30～11：30 

7 

（登）おひさまクラブ 
（りんごグループ） 

10:30～11:30 

♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

8 9 

♪卓球 

13：00～14：15 

14：30～15：45 

16：00～17：15 

10 

 

休館日 
 

11 

✱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 

12 
♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

13 14 
♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

15 16 

♪卓球 

13：00～14：15 

14：30～15：45 

16：00～17：15 

17 18 19 
✱おひさまキッズ 

10：30～11：30 

♪ハーモニカクラブ   

16：00～17：00 

20 21 
♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

22 23 
♪卓球 

13：00～14：15 

14：30～15：45 

16：00～17：15 

24 
◇記録会 

 9：00～10：15 

10：30～11：45 

13：00～14：15 

14：30～15：45 

16：00～17：15 

25 26 
✱水遊び（0～2 歳児） 

9：30～10：00 

10：30～11：30 

♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

27 28 
♪ドッジボール 

16：15～16：30 

16：30～16：45 

29 
✱水遊び（3～5 歳児） 

9：30～10：00 

10：30～11：30 

30 
♪卓球 

13：00～14：15 

14：30～15：45 

16：00～17：15 

31       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所ひか児 第 4号 
令和 4年 6月 20日 
  

ひかりじどうかんだより  

7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 

7 月の予定 

 

【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。 

✱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=1560562178/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDIzMS5odG1s/RS=^ADBBavSI.kaIrW3SvMKppb6kiKVBQo-;_ylt=A2RCK_GC.AJdUWQAQS.U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560562178/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDIzMS5odG1s/RS=^ADBBavSI.kaIrW3SvMKppb6kiKVBQo-;_ylt=A2RCK_GC.AJdUWQAQS.U3uV7


乳幼児向け事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

おひさまひろば 

 

 

『かざろうの日』 

4 日（月）①9：00～10：00 ②10：30～11：30 

「花火をうちあげよう」 

もうすぐ暑い夏、絵の具をつかって花火をつくろう。 

 

『身体測定＆お誕生日カード渡し』 

11 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。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。） 

 

☆各日 11：20～おはなし会があります。 

★予約をお願いします★   各 10 組 

「みずあそび」 
★おひさまベビー 5 日（火）10：30～11：30 

０歳児（R3.4.2 生まれ～現在）対象の活動です。 

身体測定もあります。 

★おひさまキッズ 19 日（火）10：30～11：30 

1 歳児（R2.4.2～R3.4.1 生まれ）対象の活動です。 

 

【 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。 

※水遊び用パンツの着用をお願いします。 

※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。 

ひかり児童館でサークル活動しませんか？ 
ひかり児童館では各年齢別の親子サークルがあり、お母さん達

が中心となって自由あそびや季節の行事など楽しく活動して

います。 

ひかりクラブに入会してお友だちづくりをしませんか？ 

興味のある方は職員までお声がけ下さい。 

今年は水遊びを行います！！ 
 

7 月 26 日（火）～8 月 26 日（金）の期間中、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♪ 

※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：7/26、8/2、8/23 いずれも火曜日 

3～5 歳児：7/29、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。 

記録会 

なわとび、フラフープ、クイズ、ほかにもいろいろあるよ！ 

きみはなににちょうせんするかな？ 

【日時】24 日（日） 

①9：00～10：15 ②10：30～11：45 ③13：00～14：15 

④14：30～15：45 ⑤16：00～17：15 

【対象】小学生以上 

ひかり児童館からのお知らせ  

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 20 日（月）～7 月 7 日（木） 

【対象】どなたでもご参加いただけます 

 

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 】6 日（水）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。 

※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。 

ドッジボールをしよう！ 

【日時】火曜日・木曜日（ハーモニカクラブのある日はお休みです。） 

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。 

今月の休館日 

今月の休館日は 10（日）です。 
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