
                                                                              

 
 

                                                           

 

１ 

☆ぴーかぶー 
 

わらべうたや簡単なベビーマッサージ

を行います。絵本の紹介などもしていま

す。 

 

対象：乳幼児親子 

とき：毎週木曜日 

        １１：２０～１１：５０ 
 

※２/２３はお休みです。 

     

☆うきうきひろば 
 
体操、読み聞かせ、パネルシアター

など楽しいことがいっぱい 

 

対象：乳幼児親子   

とき：毎週月曜日   

１１：２０～１１：５０   

２/ ６  リズムあそび 

 ２/１３ 簡単工作 
    「とらとうさぎのロープウェイ」 

２/２０ 体を使ってあそぼう！ 
紙芝居ボランティア「しゃぼんだま」 

    ２/２７ 簡単工作 
     「おひなさまをつくりましょう」 

☆るんるんタイム 
 

絵本・紙芝居を楽しむ時間 

対象：乳幼児親子 

とき：１１：４５～ 
  （乳幼児ひろばを除く毎日） 

「ふたごちゃんとしごちゃんあつまれ！」再開します！ 

暦の上では立春を迎え春になりましたが、まだまだ寒さは厳しいですね。 

お待たせしました！いよいよ「ふたごちゃんとしごちゃんあつまれ！」が始まります。利用可能人数に制限があるため

３組のみの事前予約制となりますが、ふたごちゃんとしごちゃんと保護者の交流の場を提供できるよう毎月第４火曜日に

実施していきたいと思います。参加希望の方は諏訪児童館にご連絡下さい。お待ちしております。 

 

「諏訪児童館ホームページ」 
 

諏訪児童館では、ホームページでいろいろな情報を   

発信しています。新型コロナウイルス感染症の対応に 

より、予定を変更する場合があります。最新情報は、 

ホームページをご覧ください。 

 

開館時間  開館時間が変更になっています。 

       上の表を確認してください。 

休館日   毎月第３日曜日・祝日 

（こどもの日を除く） 

年末年始(１２/２８～１/３) 

 

 

※児童館ではみんなの声 BOX を設置して 

います。 

つぶやき 

今年は、昨年一昨年より寒い冬といわれていま

すが、街中を歩いていると、季節は確実に春に向

かって進んでいるのを感じます。秋に葉っぱを全

部落としてしまったモクレンの木々も、フワフワ

の花芽をいっぱいつけ始めています。春に先駆け

て、梅や木瓜（ボケ）の花が家の庭先に咲いてい

ます。感染症予防の手洗い、うがいをして春探し

をしてみましょう。 

              代表理事 栗原久美 

２月の諏訪児童館乳幼児ひろば 『ちびっこぱれっと』 
「ちびっこぱれっと」は感染防止に努めながら、一部の事業を縮小して再開します。 

 

 

☆親子でぽっかぽか 
 

かわいいダンスで誕生日のお友だち

をみんなでお祝いしましょう。中央

図書館の方による手遊びや読み聞か

せがあります。身体測定もできます。 

対象：乳幼児親子 

とき：２月２２日（水）  

１１：００～１１：１５ (身体測定) 

１１：２０～１１：５０ (お誕生会) 

※お誕生日月ではないお友だちも参

加できます。 

 

☆パパといっしょに 

うきうきひろば 
対象：乳幼児親子        

とき：２月１２日(日) 

１０：００～１１：３０  

(バレンタイン工作) 

１１：３５～１１：５０(紙芝居劇場) 

☆るんるんカードに 

シールをあつめよう！ 
いっぱいあそんだ後は季節のシール

をるんるんカードに貼ろう！ 

対象：乳幼児親子 

とき：毎日 １１：５０～ 

 

平日（月曜～金曜） 

 対象利用者 10 時～12 時 1３時半～15 時 20 分 15 時半～18 時 

乳幼児親子 おおむね３０人 おおむね３０人 利用できません 

小中高生 

と保護者 
利用できません 利用できません おおむね２０人 

 

※３密を避ける対策として、利用可能人数を制限し、感染防止のため乳幼児と小学生以上の利用時間を分けて 

います。１０時の開館時は富士見市在住・在学者が優先となります。 

１２時～午後１時半及び１５時２０分～１５時半は、消毒実施時間となり利用できません。 

閉館１５分前にお片付けの音楽が流れますので、ご協力をお願いします。 

 

 ☆児童館を利用できない方 

    ・来館時の検温で、発熱のある方 

     ・咳などの風邪の症状がある、または体調がすぐれない方（同居する家族も含む） 

     ・マスクのない方（小学生以上の方） 

      ・緊急連絡先の確認ができない方（利用者カード（連絡先）の提出をお願いします） 

      ・感染のリスクのある方 

      ・学校などが学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖の方 

 ※感染防止のため、ランチタイムは当面休止します。 

月 火 水 木 金 土 日 

 

 １ 

るんるんタイム 

(11 時 45分～) 

２ 

ぴーかぶー 

(11時 20分 

～11 時 50 分) 

３ 

るんるんタイム 

(11 時 45分～) 

 

４ 

るんるんタイム 

(11 時 45分～) 

 

５ 

るんるんタイム 

(11 時 45分～) 

 

６ 

うきうきひろば 

(11時 20分 

～11 時 50 分) 

７ 

るんるんタイム 

(11 時 45分～) 

 

８ 

るんるんタイム 

(11 時 45分～) 

 

９ 

ぴーかぶー 

(11時 20分 

～11 時 50 分) 

１０ 

るんるんタイム 

(11 時 45分～) 

 

１１ 

 

休館日 

１２ 

パパといっしょに 

うきうきひろば 

(10 時 

～11 時 50 分) 

１３ 

うきうきひろば 

(11時 20分 

～11 時 50 分) 

１４ 

るんるんタイム 

(11 時 45分～) 

 

１５ 

るんるんタイム 

(11 時 45分～) 

 

１６ 

ぴーかぶー 

(11時 20分 

～11 時 50 分) 

1７ 

るんるんタイム 

(11時 45分～) 

 

1８ 

るんるんタイム 

(11時 45分～) 

 

１９ 

休館日 

２０ 

うきうきひろば 

(11時 20分 

～11 時 50 分) 

２１ 

るんるんタイム 

(11時 45分～) 

２２ 

親子でぽっかぽか 
11 時 00 分 

～11 時 15 分 

   (身体測定) 

11 時 20 分 

～11 時 50 分 

   (お誕生会) 

２３ 

 

休館日 

２４ 

るんるんタイム 

(11時 45分～) 

２５ 

るんるんタイム 

(11時 45分～) 

２６ 

るんるんタイム 

(11時 45分～) 

２７ 

うきうきひろば 

(11時 20分 

～11 時 50 分) 

２８ 

ふたごちゃん 

としごちゃん 

あつまれ！ 

(10時～) 

    

 

 

土曜日・日曜日 

対象利用者 10 時～12 時 1３時半～18 時 

乳幼児親子 おおむね30 人 利用できません 

小中高生 

と保護者 利用できません おおむね20 人 

 

☆２月の利用時間・利用可能人数   

 

発行 2023 年２月 1日 

特定非営利活動法人  

ふじみっこ・夢みらい 

諏訪児童館 

TEL 255-6671 

FAX 255-6698 

ママも OK! 

☆ふたごちゃんとしごちゃん 

あつまれ！ 
対象：ふたごやとしごの乳幼児親子 

とき：2 月 28 日(火) 

      １０：００～ 

      3 組限定(予約制) 

申込：2 月１日(水)～ 

 

「ふたごちゃんとしごちゃん」では、ふたごちゃんとしごちゃんと保

護者の交流の場を提供しています。兄弟も参加できます。 


