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フィンガースタンプ
クラフト

オープン工房

エンジョイカプラ®

ビーズアクセサリー

わらべうた
ベビーマッサージ

GAME ＣＡＦＥ
(ゲームカフェ）

ママとなかよしヨガ

エンジョイカプラ®

ママといっしょに！
リズミック★

わらべうた
ベビーマッサージ

いちごえん（製作）

パソコン講座
（C）（D)

乗り物であそぼう
＆

プラレール

GAME ＣＡＦＥ
(ゲームカフェ）

おもしろ彩エンス

エンジョイカプラ® エンジョイカプラ®エンジョイカプラ®

いちごえん
❤みんなであそぼう❤

エンジョイカプラ®

いちごえん
❤みんなであそぼう❤

エンジョイカプラ®

バスケットボール

グーかす将棋道場

2020年4月予定表

エンジョイカプラ® エンジョイカプラ®

ＴＥＬ：（０４８）７５４－２８１５

バスケットボール

パソコン講座（A）（B）

ママとなかよし
器械体操

スポーツ
ウエルネス吹矢

エンジョイカプラ®

おもちゃ病院

 ジュニア囲碁講座

スズメバチから
身を守ろう！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月予定表も変更する可能性があります。

いちごえん
❤みんなであそぼう❤

 ジュニア囲碁講座

スポーツ
ウエルネス吹矢

Ｇｏｏ★Ｇｏｏ♪
Ｅｎｇｌｉｓｈ（春コース）

HIP　HOP（春コース）
STEP1、２

わらべうた
キッズマッサージ

ビーズアクセサリー
パソコン講座

（C）（D)

春の特別企画
応援指導教室

乗り物であそぼう
＆

プラレール

HIP　HOP（春コース）
STEP1、２

春日部第２児童センター グーかすかべ

住所：春日部市粕壁３丁目８番１号３Ｆ(スポーツクラブルネサンス春日部隣)

開館時間：午前１０時から午後８時

休館日：年中無休(※但し、１２月２９日～１月３日までの年末年始は休館します。)※駐車場あります(3時間まで無料)

電話：（０４８）７５４－２８１５

講座・イベントについてのお知らせ
全講座無料

申込方法…直接来館いただくか、電話での申込が出来ます。

・先着順となりますので、満員の際はお断りすることとなりますのでご了承ください。

・「当日先着順」の講座は、申し訳ありませんが電話での申込は出来ません。

・申込開始日の申込は児童１人につき２講座までとさせて頂きます。（コースの講座は１講座まで）

翌日からは他の講座の申込も可となります。

・申込開始日の朝は、来館者が優先となります。

＊未就学児の講座の申込は毎月１日（曜日に関係なく）となります。

・講座申込時間を変更しました。３階受付にてAM１０：００より整理券を配布します。整理券の配布終

了後、すぐに講座申込受付を開始します。

※なお、整理券をお持ちでも館内不在の場合は、申込の順番は無効となり ます。電話受付は来館者

受付終了後開始となります。

＊新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応として、小学生から高校生対象講座の

申込開始日も未就学児と同様に４月１日（水曜日）となります。
・講座申込時間を変更しました。３階受付にてAM１０：００より整理券を配布します。整理券の配布終

了後、すぐに講座申込受付を開始します。

※なお、整理券をお持ちでも館内不在の場合は、申込の順番は無効となり ます。電話受付は来館者

受付終了後開始となります。

・申込開始日が記載されていない講座は、申込なしで当日参加出来ます。

※各講座の詳細につきましては、電話または当館受付にお問い合せ下さい。

※キャンセルされる際は、必ず事前に直接受付または電話にてお知らせください。

無断で欠席されますと、以後の講座のご参加をお断りさせて頂くことがあります。

新講座のお知らせ

ママとなかよし器械体操
○4月22日(水)11:00～11:45

○体育室

○2歳からの未就学児と保護者

○4月1日より申込開始(15組限定)

★体育室でママと一緒に元気に体を

動かしましょう。

※持ち物：動きやすい服装、飲み物

フィンガースタンプクラフト
○4月27日（月）10:30～11:30

○多目的室

○2歳からの未就学児（保護者同伴）

○4月1日より申込開始（8組限定）

★親子でじっくり楽しく、季節に合わせた

作品を作りましょう。

スズメバチから身を守ろう！
○4月12日（日）11:00～12::00

○集会室1.2

○小学生以上

○4月1日より申込開始（20名限定）

★スズメバチハンターの田迎さんにスズメ

バチから身を守る方法を教わりましょう!!



日 曜 場 所 講座 ・ イベント名 時 間 内 容 ・ その他 対象年齢 定 員 申込開始

１２日 日 多目的室 おもちゃ病院 １０：００～１５：００ おもちゃドクターに壊れたおもちゃの修理をしてもらいましょう。 全児童（未就学児は保護者同伴） ― ―

２６日 日 交流スペース グーかす将棋道場(オープン形式) １３：００～１５：００
初めての方や親子での参加もＯＫです！
(将棋駒を動かせない初級者と中級者に分けて指導いたします)

全児童（未就学児は保護者同伴） ― ―

２７日 月 多目的室
オープン工房
(カーネーションのキャンディブーケ）

１５：００～１７：００
母の日にお母さんに感謝を込めて、キャンディブーケをプレゼントしましょう。
※１５：００～１６：５０の間の好きな時間にお越し下さい。

全児童(未就学児は保護者同伴)
※材料が無くなり次第終了いたします。

５０名
当日

１５時より
先着順

３日 金 体育室 いちごえん❤みんなであそぼう❤ １１：３０～１２：００ 広い体育室でみんなで楽しく遊びましょう♪ １歳からの未就学児（保護者同伴） ―
当日

１０時より
先着順

６日 月 体育室 乗り物であそぼう＆プラレール １０：３０～１２：００
体育室でかっこいい乗り物に乗ったり、プラレールやトミカで遊びましょう！
（プラレール・トミカも体育室で遊べます）

未就学児（保護者同伴） ― ―

１０日 金 体育室 いちごえん❤みんなであそぼう❤ １１：３０～１２：００ 広い体育室でみんなで楽しく遊びましょう♪ １歳からの未就学児（保護者同伴） ―
当日

１０時より
先着順

１３日 月 集会室１ わらべうたベビーマッサージ １１：００～１２：００

オリジナルのわらべうたを使って、赤ちゃんをマッサージします。（オイル使用）
親子の絆を深め心身の発達を促し、夜泣きや便秘の時にも効果があります。子育てのヒントになる
話もします。
※持ち物：バスタオル・飲み物・オムツ　※２８日と内容は同じですが連続参加可能です。

３ヶ月から１歳未満の乳児と保護者 １０組 ４月１日

１５日 水 集会室１．２ ママとあかちゃんのなかよしヨガ １１：００～１１：４５
ヨガで親子のコミュニケーションや絆を深めましょう！
※持ち物：バスタオル・飲み物・オムツ

４ヶ月から１歳未満の乳児と保護者 １０組 ４月１日

１６日 木 体育室 ママといっしょに！リズミック★ １１：３０～１２：００ 親子で遊びながらリズム感を養いましょう♪
１歳６ヶ月からの未就学児
（保護者同伴）

２０組 ４月１日

体育室 いちごえん❤みんなであそぼう❤ １１：３０～１２：００
広い体育室でみんなで楽しく遊びましょう♪
４月生まれの誕生会もします♪

１歳からの未就学児（保護者同伴） ―
当日

１０時より
先着順

集会室１．２ HIP HOP（春コース）STEP１ １５：００～１５：３０

はじめてのストリートダンスに挑戦しましょう！
月２回３ヶ月コース。第２・第４金曜日に行います。４月のみ第３・第４金曜日となります。
（講座予定日：4/17・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26）最後に発表会を行います。
※持ち物：動きやすい服装・水筒・タオル

年少・年中（保護者同伴）
（新規５名／リピーター１０名）

１５組 ４月１日

集会室１．２ HIP HOP（春コース）STEP２ １５：４５～１６：３０

はじめてのストリートダンスに挑戦しましょう！
月２回３ヶ月コース。第２・第４金曜日に行います。４月のみ第３・第４金曜日となります。
（講座予定日：4/17・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26）最後に発表会を行います。
※持ち物：動きやすい服装・水筒・タオル

年中<経験者のみ>　　（保護者同伴）
年長<新規・経験者>　（保護者同伴）
（新規５名／リピーター１０名）

１５組 ４月１日

２０日 月 体育室 乗り物であそぼう＆プラレール １０：３０～１２：００
体育室でかっこいい乗り物に乗ったり、プラレールやトミカで遊びましょう！
（プラレール・トミカも体育室で遊べます）

未就学児（保護者同伴） ― ―

２１日 火 集会室１ わらべうたキッズマッサージ １１：１５～１２：００
オリジナルのわらべうたを使って、７ヶ月頃からのハイハイし始めた赤ちゃんやキッズのための
マッサージです。ママから離れるのに抵抗のあるキッズも参加ＯＫです。

７ヶ月から２歳未満児と保護者 １０組 ４月１日

２２日 水 体育室
新講座
ママとなかよし器械体操

１１：００～１１：４５
体育室でママと一緒に元気に体を動かしましょう。
※持ち物：動きやすい服装・飲み物

２歳からの未就学児と保護者 １５組 ４月１日

２４日 金 集会室１ Goo★Goo♪English（春コース） １１：３０～１２：００
簡単な英語の歌や遊びで楽しみましょう！
（月１回３ヶ月コース。第４金曜日に行います）
（講座予定日：4/24・5/22・6/26）

２歳からの未就学児と保護者 １０組 ４月１日

２７日 月 多目的室
新講座
フィンガースタンプクラフト

１０：３０～１１：３０
親子でじっくり楽しく、季節に合わせた作品を作りましょう。
フィンガースタンプを取り入れて、想像力と創造力を育てます。
(汚れても良い服でご参加ください。）

２歳からの未就学児（保護者同伴） ８組 ４月１日

２８日 火 集会室１ わらべうたベビーマッサージ １１：００～１２：００

オリジナルのわらべうたを使って、赤ちゃんをマッサージします。（オイル使用）
親子の絆を深め心身の発達を促し、夜泣きや便秘の時にも効果があります。子育てのヒントになる
話もします。
※持ち物：バスタオル・飲み物・オムツ　※１３日と内容は同じですが連続参加可能です。

３ヶ月から１歳未満の乳児と保護者 １０組 ４月１日

３０日 木 集会室１．２ いちごえん（製作） １１：３０～１２：００ かわいい「こいのぼり」を作りましょう★ １歳からの未就学児（保護者同伴） ２５組
当日

１０時より
先着順

４日 土 体育室 バスケットボール １０：００～１２：００
「Ｂリーグ千葉ジェッツふなばし」アカデミー講師小磯典子先生によるバスケット講座です。
※持ち物：うわばき・水筒・タオル
※４日と１８日のどちらか１講座のみ参加可能です。

小学生 ２５名 ４月１日

５日 日 集会室１．２ ジュニア囲碁講座 １０：００～１２：００
初めての方の募集です！（月２回コース。第１・第３日曜日に行います）
親子での参加もＯＫです！（経験者も随時募集中）

小学生から中学生（保護者参加可） １０名 受付中

６日 月 集会室１ ＧＡＭＥ　ＣＡＦＥ（ゲームカフェ） １５：００～１７：００
ひとりでもお友達と一緒でも、みんなで遊びましょう！！
(4/13も実施します）

小学生から高校生 ― ―

体育室 スポーツウエルネス吹矢 １０：３０～１１：３０

遊びながら集中力を高め、腹式呼吸で体力向上が出来る!スポーツウエルネス吹矢１期生を募集し
ます！
（３ヶ月コースです）
（講座予定日：4/11・4/25・5/9・5/23・6/13・6/27）

小学生 ２０名 ４月１日

集会室１，２ おもしろ彩エンス １３：００～１５：００ スライムの科学ー風船スライムや忍者スライム、水に浮かぶカラフルいくらをつくりましょう。 小学生 ２０名 ４月１日

１２日 日 集会室１．２ スズメバチから身を守ろう！ １１：００～１２：００
TVでお馴染み、「スズメバチハンター」の田迎さんにスズメバチから身を守る方法を教わりましょ
う！！

小学生以上 ２０名 ４月１日

１４日 火 多目的室 ビーズアクセサリー １６：３０～１７：３０
オリジナルの「新作ストラップ」を作りましょう。
※１４日と２１日のどちらか１講座のみ参加可能です。

小学生 ８名 ４月１日

体育室 バスケットボール １０：００～１２：００
「Ｂリーグ千葉ジェッツふなばし」アカデミー講師小磯典子先生によるバスケット講座です。
※持ち物：うわばき・水筒・タオル
※４日と１８日のどちらか１講座のみ参加可能です。

小学生 ２５名 ４月１日

多目的室 オークウッドスイーツ １４：００～１６：００
お菓子工房オークウッドの横田先生による親子スイーツクッキングです！今月のメニューは「いろ
いろクッキー」です。人気講座の為、児童１名につき年１回の参加となります。
※持ち物：エプロン・三角巾・タオル

小学生とその保護者
(小学生1名につき保護者1名）
※きょうだいは入れません

８組 ４月１日

１９日 日 集会室１．２ ジュニア囲碁講座 １０：００～１２：００
初めての方の募集です！（月２回コース。第１・第３日曜日に行います）
親子での参加もＯＫです！（経験者も随時募集中）

小学生から中学生（保護者参加可） １０名 受付中

２１日 火 多目的室 ビーズアクセサリー １６：３０～１７：３０
オリジナルの「新作ストラップ」を作りましょう。
※１４日と２１日のどちらか１講座のみ参加可能です。

小学生 ８名 ４月１日

２６日 日 体育室
春の特別企画
君も運動会で輝こう！応援指導教室

１０：００～１２：００ 春日部高校応援指導部のお兄さん達に応援の基礎を教わって、運動会を盛り上げましょう！ 小学生以上（保護者見学可） ２０名 ４月１日

１１日 土

※各講座の詳細は、お電話または受付にてご確認いただくかホームページ(http://www.2nd-kasukabe.jp)や館内チラシをご覧ください。
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全児童対象講座

乳幼児/未就学児対象講座

小学生対象講座(一部中高生含む)

１７日 金

１８日 土


