所沢市立みどり児童館
(指定管理者：株式会社コマーム)
所沢市緑町１-８-３
電話：０４－２９２８-８４１４
《HP》http://www.comaam.jp/midori/

R 2 . 1 2 月 号
【開館時間】午前９時～午後５時３０分
＊１０月～３月までの小学生の利用は保護者等の同伴がない場合は午後５時までとなります。
＊学校休業日（土曜、日曜、祝日、春・夏・冬休み等）は、正午～午後１時まで閉館します。
【休館日】第２日曜日、年末年始
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寒ーくなってきたところで、いよいよ本格的に季節は冬になりましたね！でもクリスマスなど楽しみもいっぱいな季節！楽しい１ケ月にしよう♪
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♪乳幼児向け活動
◎乳幼児・小学生向け活動
☆中高生向け活動
★小学生以上向け活動

児童館おやすみ
(１月３日（日）まで)

【体育室と卓球について】
＊体育室 平日/午前自由利用・午後１５分予約制
土日祝日/終日１５分予約制
＊卓球
平日・土日祝日/終日１５分予約制
行事等で使用できない場合もあります。詳しくはお問合せください（カレンダー記載以外の事業が予定されている事がある為）

★新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うみどり児童館の運営について★
みどり児童館は、令和２年６月２２日(月)から、利用の制限を設けた上で開館しています。
１２月以降も利用の制限を設けて開館します。
児童館をご利用の際は、以下の利用案内をご確認の上、ご来館ください。
対象者

乳幼児とその保護者

【平日】
利用時間

小学生以上

【土日祝】

① ９：１５～１０：３０
②１０：４５～１２：００

① ９：１５～１０：３０
②１０：４５～１２：００
③１５：１５～１６：３０

※利用は、１日１回です
利用人数
利用方法

【平日】

【土日祝】

利用できません。

① ９：１５～１０：３０
②１０：４５～１２：００
③１５：１５～１６：３０

※利用は、１日１回です

・各時間 ２０名

・各時間２０名

※第１、第３水曜日は各時間 ３０名

※土曜日は、生活クラブの登所人数により利用できる人数を変更することもあります。

予約優先

（空きのある場合は入館できます。）

予約できません （先着順）

【乳幼児とその保護者のご利用について】

・１２月から、所沢市に加えて、入間市
狭山市・飯能市・日高市の方も
予約できるようになりました。
予約方法
（乳幼児）

・前日から当日のご利用時間前までの
予約が可能です。
・予約可能日時：前日９：００～１７：３０
当日９：００～ご利用時間の前まで
・予約時は、ご利用される方全員の名前と連絡先を
お知らせください。
・連日の予約はできません。
・お友だちの分の予約はできません。
・休館日の次の日は、２日前に予約ができます。
１月４日分の予約は２８日に受け付けます。

・マスクの着用（４才以上）・手洗い・手指消毒を必須とさせて
いただきます。
・来館時に、検温をさせていただきます。
37.0℃未満なら入館可能です。37.0℃以上の場合は、
平熱より0.5℃以上高いと入館できません。
・発熱以外にも、体調不良のある方のご利用はできません。
・通常時より、おもちゃの数、図書の数は少なくなっています。
注意事項
当面の間、図書の貸し出しは中止させていただきます。
・水分補給以外の飲食は禁止とさせていただきます。
この期間のランチタイムのご利用はできません。
・授乳やおむつ替えのみの利用の場合、予約はいりません。
・保護者の方の付き添いは、最少人数でお願いします。
・受付に時間がかかりますので、ご了承ください。
・連絡先把握の為、利用者登録書の記入をお願いします。

乳幼児向け事業
みどり児童館は地域子育て支援センターの役割も担っています。
親子で交流しながら楽しく遊んだり、情報交換をしたり、自由に利用してくださいね♪
子育てに関する情報の問い合わせや、相談等も気軽にお声掛け下さい。不定期ですが、講習会等も行います。

☆ あかちゃん集まれ （要申込） ☆

☆ 親子であそぼ ！（要申込） ☆
対象：１歳～２歳

・２０１９年４月２日生～１歳の誕生月
・２０１８年４月２日生～２０１９年４月１日生まれ
日時：１２月１４日（月） １０：３０～１１：１５
内容：クリスマスを楽しもう！
申込：●乳幼児事業の申し込みについてを参照

対象：０歳～１歳の誕生月まで
定員：１６組
日時：１２月７日（月） １０：３０～１１：１５
内容：クリスマスのリズムに乗って
申込：●乳幼児事業の申し込みについてを参照

● 乳幼児事業の申し込みについて ●
（ミニキッズひろばを除く）

☆ なないろタイム（要申込） ☆
対象：所沢市内在住の４歳未満のお子さんとその保護者
定員：４組
日時：１２月２１日（月） １０：００～１２：００
内容：発達が気になるお子さんがのびのびと遊べるひろばです
申込：●乳幼児事業の申し込みについてを参照

●申込受付：１２月１日（火）～
●受付時間：９：００～１７：３０
●申込方法：窓口かお電話にて本人が直接お申し込みください（先着順）
●その他 ：事業に参加する当日は、乳幼児室の利用はできません

乳幼児・小学生以上向け事業
こうさく

☆ ミニキッズひろば（予約優先） ☆

じゆうさんか

☆ クリスマス工作（自由参加） ☆
たいしょう ぜんらいかんしゃ

対象：０歳～未就学児
定員：各時間３０人
日時：１２月２日（水）・１６日（水）
①９：１５～１０：３０、②１０：４５～１２：００
内容：体育室にて、大型遊具、車等で自由に遊べます
予約受付：児童館利用の予約方法と同じで、前日から受付となります

対象：全来館者
ひ

日にち：１２月７日（月）～１２月２０日（日）
じかん

時間：① ９：１５～１０：３０ ②１０：４５～１２：００
どにち

③１５：１５～１６：３０（土日のみ）
しょうがくせいいじょう

小学生以上は、１２日（土）、１９日（土）、２０日（日）に
さんか

参加できます。
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内容：紙コップでサンタさんとトナカイさんを作ろう♪
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参加したい人は職員に声をかけてね！

小学生以上向け事業
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☆ かるた部（登録必要） ☆
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日時：１２月２０日（日）１５：１５～１６：３０
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内容：かるたが好きな子どもとその保護者による自主活動です

定員：先着１０名

ていいん

対象：小学生以上

（とうろくていいん

しだい

し

定員：２４名（登録定員になり次第締め切り）
しょうさい

こうさく

にちじ

にちじ

日時：１２月１９日（土） １３：１５～１４：３０
ないよう
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☆おたのしみ工作 「ステンドグラス風工作」（自由参加）☆
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【おもちゃの病院について】
新型コロナウイルス感染者増加状況のため、

つか

かんたん

ちょうせん

内容：画用紙とカラーセロファンを使って簡単ステンドグラスづくりに挑戦‼

※詳細については直接児童館にお問い合わせください

【利用者登録書の記入のお願い】
みどり児童館を利用するにあたり、緊急時等の際に保護者の方や、

１２月までは中止となりました。

ご家族の方に連絡が取れるようにするために、緊急連絡先を記載した

１月以降の開催については、今後の状況等をふまえ、

利用者登録書記入をお願いしています。

決定次第お知らせいたします。

なお、乳幼児の保護者の皆様も、来館された保護者の方が、
病気等で意思の疎通が図れなくなることも考えられますので、
ご提出を お願いしています。
皆様の、ご理解、ご協力をお願い致します。

年末年始のお休みについて
年末年始は下記期間休館となりますので、よろしくお願い致します

１２月２９日（火）～１月３日（日）
※１月４日（月）より開館致します

