平成３０年１１月号

所沢市立やなぎ児童館
所沢市立やなぎ児童館子育て支援センター

指定管理者
社会福祉法人 法水会（ほっすいかい）
住所：所沢市東所沢４－１６－４
電話：０４－２９４４－８８１９
ホームページ http://h-tanpopo.ed.jp/jidoukan/yanagi/

やなぎ児童館だより
【開館時間】午前 9 時～午後５時３０分

※１０月～３月の間は、日が短くなることに伴い、保護者の同伴のない小学生の利用は午後５時までとなります。（未就学児のお子さんは保護者の同伴が必要となります）
※正午～午後１時の間は、乳幼児と保護者に限り幼児の部屋の利用が出来ます。

【 休館日 】第２日曜日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

※都合により、イベントの中止・閉館させていただく場合もございます 。
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●乳幼児対象行事

１

★小学生対象行事
♪全来館者対象

金

★サッカー

行事

土

２

文化の日

３

●読み聞かせ

開館しています

★囲碁

♪子どもランド

児童館を利用される皆様へ
①児童館使用登録書の提出について
児童館の事務室で配布しております。児童館を利用さ
れるすべての方に提出をして頂いています。お子様の体
調不良や災害等が発生した場合、速やかに保護者の

４

５

開館しています

６

７

★書き方教室

９

８
★サッカー

あきまつりの

★囲碁

準備のため、

★サッカー

午前中閉館

１０

１２

１１
休館日

★サッカー

１３

１９

★勤労感謝の日
開館しています ●乳幼児対象行事
プレゼント作り
★小学生対象行事

★サッカー行事
♪全来館者対象

２５

２６

開館しています

●やなっぴ広場で

♪子どもランド

バースデー
★サッカー

１４

１５

★勤労感謝の

トミカであそぼ

日プレゼント作

★サッカー

●読み聞かせ
●アフターなないろ

り

★囲碁

方と連絡が取ることが出来るようにするための用紙で
す。
②一般来館の利用について

１；３０～開館

児童館は０歳から１８歳未満の児童及び同伴の保護

１７

者が遊べる施設です。左記のカレンダーで、行事のない

１６

●プラレール・
う

１８

１０

開館しています

日でも毎日遊べますのでご利用下さい。
③その他 初めてのご利用の方は、職員にお声掛け
下さい。

２０
♪子ども

9

ランド

２７
●きょうから
おともだち
★コーナーあそび

★コーナーあそび

２１

２２

勤労感謝の日

２
３

●子育てサロ

●おしゃべりカフェ

●ちょっと

ン

★絵手紙教室

聞いてみて

★サッカー

２８
●こんにちは
あかちゃん

２９
●いっしょに
あそぼう

♪おはなし

★コーナーあそび

マイム

★サッカー

コンサート

２４
開館しています
♪プラレール・トミカ
であそぼう
◆中学生卓球大会
★コーナーあそび

３０
●身体測定
●読み聞かせ
★コーナー
あそび

児童館に遊びに来館されましたら、受付簿の来館者に
名前等をお書き下さい。
④駐車場利用・・・
児童館の駐車場は３台となっています。
譲り合ってのご利用を宜しくお願い致します。
まちづくりセンターや他の施設への駐車はお控え下さ
い。
ご理解とご協力を宜しくお願い致します。

８
【卓球の日】金曜・土曜・日曜の午後

【サッカーの日】月曜・木曜 午後４時～午後４時２0 分

♡ランチタイム♡
乳幼児とその保護者の方がご利用いただけます。
時間＊正午～午後１時 事前予約なし
利用日＊開館日

平成３１年度 やなぎ児童館生活クラブ入所児童のお知らせ
生活クラブとは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後や
夏休み等に適切な遊びや生活の場を提供し、その健全育成を図ることを目的として
実施している事業です。
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【11/10（土）あきまつり開催】
日時＊１１月１０日（土）
午後１時３０分～午後４時
（出店は午後３時３０分まで）

【対象児童】

所沢市に在住または市内の小学校に在学する小学生

午前中は準備のため、閉館しています。

【申込書配布期間】平成３０年１１月１日（木）～開始
【配布場所】
【配布時間】
【受付期間】
【申し込み場所】

各児童館 または 市役所青少年課

場所＊やなぎ児童館

青少年課⇒午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝休日除く）

内容＊あてくじ、やきだんご(更生保護女性会)

児童館 ⇒午前９時～午後６時３０分（日・祝休日除く）

ひきくじ、製作コーナー、射的など

平成３０年１１月１９日（月）～１２月３日（月）（日・祝休日を除く）

みんなで遊びに来てくださいね。

やなぎ児童館 事務室 直接お持ちください。入所決定は申し込み順ではありません.

午後３時３０分～は、フラダンス・

期間後の申し込みは優先順位が低くなりますので、御了承下さい。

チアリーディングの発表も
あります

●乳幼児対象活動●
●アフターなないろ (参加自由）
日時＊１１月１６日（金）

●子育てサロン（参加自由）

午前１０時３０分～正午

日時＊１１月２１日（水） 午前１０時３０分～正午

対象＊所沢市内にお住いの３歳までの未就園のお子さんと保護者の方

対象＊乳幼児と保護者の方

内容＊秩父学園の地域療育支援室の方が来館されます。

内容＊東所沢小おはなしポケットの方による子育てサロンです。

発達が気になるお子さんがのびのびと遊べるあそびの広場です。

すてきな交流の場になっています。

●こんにちはあかちゃん（参加自由）

●身体測定・読み聞かせ（参加自由）

日時＊１１月２８日（水） 午前１０時３０分～１１時

日時＊１１月３０日（金） 午前１０時３０分～正午

対象＊２・３カ月～１２カ月のお友だちと保護者

◎ 読み聞かせは１１時～ １５分程度行います。

内容＊お子さんの写真を撮ってクリスマス制作を行います。

内容＊大きくなったかな？手形スタンプも押せます。

初めての X‘mas にぜひ制作を残してみましょう☆彡

身体測定…１０時～正午で出来ます。

●きょうからおともだち（参加自由）
日時＊１１月２７日（火）

●読み聞かせ（参加自由）

午前１０時３０分～１１時

日時＊１１月１６日（金）

対象＊１歳～２歳のお友だちと保護者

午前１１時～ １５分程度行います

内容＊クリスマス制作を行います。

対象＊乳幼児のお友だちと保護者

児童館廊下に見本が飾ってありますのでご覧ください☆彡

内容＊おすすめの本を紹介します。

●いっしょにあそぼう （参加自由）

●やなっぴひろばでバースデー（参加自由）

日時＊１１月２９日（木） 午前１０時３０分～１１時１５分

日時＊１１月２6 日 （水）

対象＊２歳以上のお友だちと保護者

対象＊乳幼児のお友だちと保護者

持ち物＊はさみを使って、クリスマス制作をします。

内容＊ １０時３０分～ １０・１１月生まれのお誕生会を行います。

児童館廊下に見本が飾ってありますのでご覧ください☆彡

●おしゃべりカフェ

午前１０時～正午

お誕生児以外のお友だちもぜひ参加して下さいね。

（参加自由）

●乳幼児クリスマス会（12/10 予約開始 各回５０組）

日時＊１１月２２日（木） 午前１０時３０分～正午
対象＊乳幼児のお友だちと保護者
持ち物＊１００円（大人分の飲み物、お菓子代）

日時＊１２月１３日（木）１４日（金）午前１０時３０分～正午
対象＊乳幼児のお友達と保護者
内容＊毎年、楽しみにしていただいている児童館のクリスマス会です！

内容＊お友だちとゆっくりおしゃべりタイム♪子育てのお話の場に♪

１２月に行いますので、お楽しみに★★★

★小学生対象活動★
★囲碁・将棋教室（参加自由）

★コーナーあそび 「ゆびあみ教室」（11/12 予約開始 各回 5 名）

日時＊１１月２日 ９日 １６日

日時＊１１月２４、２６、２７、２９、３０日 午後３時３０分～午後５時

午後３時３０分～午後５時
対象＊小学生

対象＊小学生

※１１月からは毎週金曜になります。

好きな色の毛糸を持ってきてね。

内容＊手袋、毛糸（少し太めの毛糸の方が早めに編み込めて完成します）

内容＊柳瀬わんぱく広場の囲碁８段の達人の先生が教えてくれます。

★絵手紙教室（11/1 予約開始

定員１５名）

★書き方教室（要予約） 場所は和室で行います

日時＊１１月２２日（木） 午後３時３０分～午後５時

日時＊１１月５日（月） 午後３時３０分～５時

持ち物＊描きたいもの（果物や野菜など）

対象＊小学生

内容＊講師の先生が絵具を使って、絵の描き方を教えてくれます。

★勤労感謝の日プレゼントつくり(11/1 予約開始 各回１０名)

持ち物＊４Ｂえんぴつ２本、けしごむ、ソフト下敷き
内容＊柳瀬わんぱく広場の方が、字がうまくかけるように優しく教えてくれます。

◆中学生卓球大会（参加自由）

日時＊１１月１４日（水）、１９日（月）
午後３時３０分～午後５時

日時＊１１月２４日（土）午後２時～午後３時

持ち物＊①ビン（縦横６，５㎝くらいのもの）②瓶の中に入れたい飾り物

内容＊中学生だけの卓球大会！！

内容＊「スノードーム」を作ってプレゼントをしよう♪児童館玄関に見本が
置いてあります。詳しくは職員までお尋ねください。

♪全年齢対象活動♪
♪ちょっと聞いてみてコンサート（参加自由）

♪プラレール・トミカであそぼう（参加自由）

日時＊１１月２３日（木）午前１１時～午前１１時４５分

日時＊１1 月１３日（火）２４日（土）午前１０時３０分～正午

内容＊今回は祝日午前中に行います！！ピアノと
バイオリンによるコンサートです♪ お楽しみに！！

♪子どもランド（参加自由）
日時＊①午前１１月３日 （土）２０日（火） ２５日（日）
午前１０時３０分～正午
②午後１１月２０日（火）
午後３時３０分～午後５時
内容＊遊戯室をおもちゃいっぱいに自由に遊べます。

対象＊遊びにきたお友だち
内容＊プラレール・トミカを広い遊戯室であそぼう！！

♪おはなしマイム（参加自由）
日時＊１１月２８日（水）午後４時～午後４時３０分
対象＊遊びにきたおともだち
内容*読み聞かせとパントマイムのコラボレーションを楽しみませんか？

