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 3 . 1 1 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

公園の落ち葉が赤や黄、オレンジへと姿を変え、お散歩が一段と楽しい季節になりました。
ますます深まる秋を感じながら、自然との触れ合いを楽しみたいですね。
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登録制２歳児うさぎぐみ 登録制２歳児くまぐみ
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登録制２歳児りすぐみ

★忍者修行
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児童館おやすみ
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♪親子であそぼ！
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♪ミニキッズひろば
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登録制２歳児うさぎぐみ 登録制２歳児くまぐみ

★かるた部
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登録制２歳児りすぐみ ♪プレママひろば

♪なないろタイム

30

【体育室と卓球について】
＊体育室 平日/午前自由利用
土日祝日/終日１０分予約制
＊卓球 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）

♪乳幼児向け活動
◎乳幼児・小学生向け活動
★小学生以上向け活動
☆中高生向け活動

★みどり児童館の運営について★
みどり児童館は感染拡大防止対策や時間制限を設けて開館しています。
状況の変化により事業が中止となる場合がありますので、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。
対象者

乳幼児とその保護者

小学生以上

【平日・土・日・祝日】

【平日】

① ９：１５～１０：３０
②１０：４５～１２：００
③１４：１５～１５：３０
④１５：４５～１７：００

利用時間

小学生以上の利用を再開します。

③１４：１５～１５：３０
④１５：４５～１７：００

※利用は、１日１回です

利用方法

・各時間１０名

※ １７日の①②の時間 各３５名

予約優先

① ９：１５～１０：３０
②１０：４５～１２：００
③１４：１５～１５：３０
④１５：４５～１７：００

※利用は、１日１回です

・各時間 ２０名

利用人数

【土日祝】

・各時間２０名

※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。

（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】
・どなたでも予約できます。
・前日から当日のご利用時間前までの
予約が可能です。
予約方法
（乳幼児） ・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。

注意事項

受付前に必ず ４歳以上は必ず
マスクを着用して
手洗いを
お願いします ください

37℃以上の時、
平熱より0.5℃以上
高いと入館できません

こまめに手の
消毒を
お願いします

授乳やおむつ替え
のみの利用の場合
は予約はいりません

来館時の
自動検温に
ご協力ください

おもちゃや図書の数
は通常時より少なく
なっています

乳幼児向け事業
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。

☆ 親子であそぼ！（要申込） ☆

☆ あかちゃん集まれ！（要申込） ☆

対象：１歳～２歳

対象：０歳～１歳の誕生月まで
定員：１７組
日時：１１月１日（月） １０：３０～１１：１５
内容：絵本のえらび方・紹介
申込：●乳幼児事業の申し込みについてを参照

・２０２０年４月２日生～１歳の誕生月
・２０１９年４月２日生～２０２０年４月１日生まれ

定員：１７組
日時：１１月１５日（月） １０：３０～１１：１５
内容：運動遊び
申込：●乳幼児事業の申し込みについてを参照

☆ なないろタイム（要申込） ☆

☆ プレママひろば（要申込） ☆

対象：４歳未満のお子さんとその保護者
定員：３組
日時：１１月２２日（月） １０：００～１１：３０
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

対象：妊娠６ヵ月以降の初産の妊娠の方
定員：１０名
日時：１１月２６日（月） １０：３０～１１：３０
内容：児童館内探索や赤ちゃんが生まれてから役立つ手遊び
申込：●乳幼児事業の申し込みについてを参照

☆ ミニキッズひろば（予約優先） ☆

● 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）

対象：０歳～未就学児
定員：各時間３５人
日時：１１月１７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

●申込受付：１０月２７日（水）～
●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 ：事業に参加する日の午前中は、乳幼児室の利用はできません

小学生以上向け事業
にんじゃしゅぎょう

ようもうしこみ

☆ 忍者修行（要申込） ☆

ぶ

とうろくひつよう

☆ かるた部（登録必要） ☆

たいしょう しょうがくせいいじょう

対象：小学生以上

にちじ

日時：１１月２０日（土） １３：１５～１４：３０

ていいん

定員：１５名

ないよう

ないよう

にん

かい

しゅぎょう

ていいん
にんじゃ

あそ

内容：わかば忍の会さんによるオモシロ修行！忍者になりきって遊ぼう☆
もうしこみ

申込：１１月３日（水）～
も

もの

ふろしき

かなら

す

こ

ほごしゃ

じしゅかつどう

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

にちじ

日時：１１月１３日（土） １３：１５～１４：１５

とうろくていいん

しだい

し

き

定員：２５名（登録定員になり次第締め切り）
しょうさい

ちょくせつじどうかん

と

あ

※詳細については直接児童館にお問い合わせください

じさん

持ち物：９０ｃｍ×９０ｃｍの風呂敷（必ず持参）

オレンジリボン運動について

ハロウィン仮装コンテストの予定変更について
ハロウィン仮装コンテストの集計結果の発表を１１月３日（水）～としていま
したが、予定を変更いたします。変更内容は以下となります。

１１月はオレンジリボン運動強化月間！
みんなで子育てにやさしい社会を作りましょう

（変更前）１１月３日（水）～１１月１３日（土）
（変更後）１１月８日（月）～１１月２１日（日）

びょういん

【おもちゃの病院について】
しんがた

かんせんしょう

新型コロナウイルス感染症のため、
さいかい

めど

た

再開の目途が立っておりません
こんねんど

よてい

かん

けってい しだい

今年度の予定に関しては決定次第、
かん

し

HP・館だよりにてお知らせいたします。

【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、
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
利用者登録書記入をお願いしています。
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。

令和４年度みどり児童館生活クラブ入所児童募集について

令和４年度も生活クラブ入所児童を募集いたします。
みどり児童館は、北小、清進小の２つの小学校区から
２００名を募集いたします。
詳しくは所沢市ホームページをご覧いただくか、
みどり児童館までお問い合わせください。

●書類配布：１１月１日（月）～
※日・祝日除く
●申込期間：１１月１５日（月）～１２月１日（水） ※日・祝日除く
●配付＆申込受付時間：午前９時～午後６時３０分
●申込場所：みどり児童館
●そ の 他：入所を希望する方は、年度ごとに申込が必要です。
必ず期間内に申込をお願いします。申込期間を過ぎても受付は
できますが、入所の優先順位が低くなりますのでご注意ください。

