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10
月
※幼児（未就学児）には保護者が同伴してください。

○毎週日曜日
○10日㈷休館日休館日休館日

開館時間　午前9時30分～午後5時開館時間　午前9時30分～午後5時開館時間　午前9時30分～午後5時

あすなろ児童館
石畑 1837　　557―7766

内　　容 日　　時 定員 申　込　み その他お知らせ

デザインコンテスト
「帽子」 1日㈯～31日㈪(応募期間） 児童館内のポストで

随時受付なし 応募用紙は創作室で配布してるよ
素敵な帽子をデザインしてね

なしむかしばなし 13日㈭ 午後3時30分～4時 なし 季節にふさわしいお話をじっくり聞こう
お友達を誘って、ぜひ参加してね

内　　容 日　　時 定員 申　込　み その他お知らせ

ハロウィンパーティーにもぴったりの、
おしゃれなかぼちゃのケーキだよ

料理教室
「パンプキンマフィンを
  つくろう」

26日㈬ 
午後3時30分～４時３０分　　　　　　　　　

8日㈯ 午前9時30分から24日㈪
午後4時30分まで(申込順）24人

　〇小学生以上対象の事業（申し込みは、電話または直接児童館へ）

費　用　100円　持ち物　三角巾、エプロン、飲み物、お手ふきタオルなど

みんなおいで ! 
楽しく遊ぼう

　〇幼児向け事業のご案内

対　　象

親子であそぼう

1歳児   5日㈬、19日㈬ 午前10時30分～11時

  3日㈪、17日㈪ 午前10時30分～11時10分

あつまれ！ヨチヨチ

名　　称　  日　　時　対　象

ごちそうをつくろう、
運動会ごっこなど

0歳児
12日㈬、26日㈬ 
午前10時20分～10時50分（定員１５人）
午前11時～11時30分（定員１５人）

あつまれ！あかちゃん
(２部制）

新聞遊び、
ごろ寝アート写真など

遊具開放デー、
先生とあそぼうなど

1歳6カ月児
以上

内　　容
●お子さんと自由に参加できます！時間までに集まってください。費用は無料です。

□時　間
午前10時30分～11時１０分
□対　象
1歳児以上

◆駐車場には限りがありますので、徒歩または自転車でお越しください。

24日㈪ 手作り楽器をつくろう

新聞紙で探検ごっこなど

あつまれ！ むさしのぴょんちゃん

ワン・ツー・チャチャチャ！ もとさやま

ニコニコスマイルながおか

ハロウィンの制作18日㈫ 

26日㈬ 

武蔵野コミュニティセンター

元狭山コミュニティセンター

長岡コミュニティセンター

名　　称　  日　程　　 場　　所内　　容
移動児童館

特別企画　猿まわしがやってくる！
　かわいいお猿さんが、いろいろな芸を
見せてくれるよ！家族やお友達を誘って、
ぜひお猿さんに会いに来てね。

日　時　11月2日㈬ 
　　　  午後3時30分～４時15分
対　象　１８歳までの児童(幼児は保護者が同伴してください）
場　所　元狭山コミュニティセンター　出　演　河口湖猿まわし劇場

スペシャル工作教室
「ハロウィン盛り上げ大作戦」

12日㈬
午後3時30分～４時３０分 24人 ハロウィンパーティーを盛り上げる衣装や

飾りを自由につくろう！やってみたい人大集合！
1日㈯ 午前9時30分から
(申込順）

申込み　３日㈪９時３０分から電話または直接児童館へ持ち物　上履き、汗拭きタオル、飲み物

対　　象

親子であそぼう運動会

名　　称　  日　　時　対　　象

各 35組長岡コミュニティ
センター

　　　0～1歳5カ月の乳幼児と
　　　保護者 20日㈭ 午前10時30分～11時15分

21日㈮ 午前10時30分～11時20分

あかちゃんヨチヨチ運動会

１歳６カ月～未就園児と
　 保護者

場　　所 定　員
特別企画 幼児運動会 親子で楽しめる種目が盛りだくさん！お友達を誘って、ぜひお越しください。

19日㈬ 午後2時～4時30分
30人

（申込順）
8日㈯午前9時30分から
電話または直接児童館へ出前児童館で

楽しく過ごそう

かんたん工作、ゲーム、卓球などで、
みんなで楽しく遊ぼう

Ａｚｃａｎのスラックライン教室
　綱渡りとトランポリンを組み合わせたような、
かっこいいスポーツだよ！初代日本チャンピオン
の華麗なパフォーマンス＆体験教室だよ。

日　時　11月9日㈬ 午後3時30分～４時30分
対　象　小学生以上　定　員　16人（申込順）
場　所　四小 体育館
講　師　Azcan(我妻 吉信さん　スラックラインプロライダー）
持ち物　上履き、タオル、飲み物
申込み   29日㈯午前9時30分から
　　　   電話または直接児童館へ

※申込みは不要です。直接会場にお越しください。

場　所　武蔵野コミュニティセンター　対　象　18 歳までの児童（幼児は保護者が同伴してください）

※駐車場には限りがあります。徒歩または自転車でお越しください。

持ち物　バスタオル
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むさしのひろば

みんなの広場

親子保育所体験（要予約）

園庭であそぼう／看護師によるミニ講習会

 名　称 　　　内　　　容  　　　 　　　　　　　　　　　            日　        時 場　所・ 問合せ

□対　象 入園前の乳幼児と保護者

19日㈬

5日㈬

17日㈪

29日㈯

8日㈯

11月11日㈮

20日㈭
8日㈯

毎週木曜日

毎週木曜日

26日㈬

28日㈮

21日㈮

随時

21日㈮親子保育所体験（要予約）

8日㈯

長岡保育園　　556－0916

ふれあいクラブ

運動会（雨天の場合は15日㈯）
演劇

みかん狩り（先着１０組、申込み２１日㈮～１１月９日㈬、雨天中止）

にこにこひろば

子育て相談／園見学（要予約）

如意輪幼稚園　　557－4183
名　称 内　　容 日　　時 場　所・問合せ

ぴよりんくらぶ 作って遊ぼう・拾って遊ぼう

瑞穂のぞみ幼稚園
　　　　　　　  557－0382木の実ひろば

まつぼっくり

◆駐車場がありませんので、徒歩または自転車でお越しください。

１０月生まれのお誕生会

狭山保育園　　557－2876ワイワイひろば

園庭開放（要予約）

プレママ☆ルーム（保育園の見学をしながら離乳食
を見てみませんか？）（先着５組、申込み２１日㈮まで）

運動会に参加しよう（雨天の場合は9日㈰）

ハロウィンに参加しよう／身体測定
園庭であそぼう（２７日㈭は身体測定をします）

園庭遊具であそぼう／看護師によるワンポイント講座

運動会

 1日㈯ 午前10時～11時30分
のぞみ赤ちゃんひろば　ママカフェ
(対象０～１歳) 19日㈬ 午前10時～正午

26日㈬ 午前10時～正午

午前１０時～１１時

午前9時～正午

午前9時～正午
午前１０時～１１時
午前9時～正午
午前１０時～１１時
午前１０時～１１時
午前８時４５分～
午前１０時～１１時
午前１０時～１１時
午前１０時～１１時
午前１０時３０分～

午前１０時～１１時

午前１０時～１１時３０分
午前１０時～１１時

午前１０時～１１時

午前１０時～１１時

東松原保育園      557－0140

石畑保育園      557－2780　

 3日㈪ 午前11時～11時45分運動遊び・おやつ・絵本読み聞かせ

むさしの保育園     554－1284

みずほひじり保育園　　
　　　　　　　　556－2652なかよしクラブ

とのがや広場

福正寺松濤幼稚園　　
                       557－6811

ミニ運動会
5日㈬

とのがや保育園　　557－7601

問合せ　教育課　　 557－6683

ひじりたまごクラブ（おもちゃの選び方、０歳児の様子を見
学・触れ合い）（要予約）

おともだちとあそぼう（つくってあそぼう）／身体測定／
健康アドバイス（要予約）

問合せ　福祉課　　 557－7624

運動会に参加しよう（雨天の場合は15日㈯） 8日㈯ 午前１０時～
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ふれあいさんぽ

PHOTO NEWS!PHOTO NEWS!PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ

表紙・フォトニュースに載っているあなたの写真を差し上げます（借用した写真は除きます）。
申込み　秘書広報課　　 557―7497
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表紙・フォトニュースに載っているあなたの写真を差し上げます（借用した写真は除きます）。
申込み　秘書広報課　　 557―7497
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PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ
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表紙・フォトニュースに載っているあなたの写真を差し上げます（借用した写真は除きます）。
申込み　秘書広報課　　 557―7497
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フォトニュース
ＰＨＯＴＯ　ＮＥＷＳ！
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