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　　　 ※家庭児童相談：毎週金曜日（祝祭日を除く）10:00～17:00　TEL　048-754-9140

　◇ おもちゃの貸し出しを一部制限します。

　◇ 常時、または定期的にお部屋の換気をします。

　◇ 入館者が多数になった場合、入館制限や時間制限をすることがあります。

　　※ 高熱の場合には入館をお断りすることがあります。

　◇ ３密（密閉・密集・密接）を避けるためのご理解ご協力をお願いします。

　◇ 当面は、４階体育室のご利用を中止します。(密集、密接リスクのため)

　◇ スタジオについてもご利用を中止します。(密閉、密集、密接リスクのため)

　◇ 交流スペースでの食事はできなくなり、食事ができるスペースを限定します。

　◇ グーかすに滞在中はマスク着用をお願いします。

　◇ 入館受付時に体温計測をします。また、手洗いと消毒のご協力をお願いします。
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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となり）

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日の年末年始は休館です） ※駐車場あります。（３時間まで無料）

電話：（０４８）７５４－２８１５

講座・イベントのお申込みについてのお知らせ

当面は 電話のみでの受付
全講座無料

６月から当面のところの申込方法…電話のみの申込みとします。

・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。

・申込開始日の申込みは児童１人につき１講座とさせて頂きます。

翌日からは他の講座の申込も可となります。

・「当日先着順」の講座は、申し訳ありませんが前もっての申込みは出来ません。

◇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...AM１０：００より電話のみで申込み受付を開始します。

※ AM１０：００前には受付できませんのでご注意ください。

◇小学生から高校生対象講座の申込開始日は前月の第３日曜日が受付日となります。

※ ６月実施の講座のみ、６月１日に受付開始します。（臨時休館だった為です）

・講座申込時間...同じく、AM１０：００より電話のみで申込み受付を開始します。

・申込開始日が記載されていない講座は、申込みなしで当日参加出来ます。

※各講座の詳細は、当しおりの裏面、またはグーかす受付か電話にてお問い合せください。

※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。

★受付終了のコース講座★

小学生ためのPC基礎講座 「１年間コース」 ６月開催日

◎６月２８日（日） ◎６月２１日（日）

A コース１１：００～１２：３０ C コース１１：００～１２：３０

B コース１３：３０～１５：００ D コース１３：３０～１５：００
※Aコース、Bコースも日曜日開催に変更になります。（学校：土曜日授業実施のため）

６月１日開館再開にあたり、

「グーかす」は皆さまの安全、新型コロナウイルス感染防止、３密防止を考えます。

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

児童と保護者の皆さまへ、当面にあたっての

お知らせ と お願い

感染防止、３密防止を考慮し、 イベント中止のお知らせ

７月開催予定の「チャリティフリーマーケット2020」は中止します。



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

１４日 日 集会室１．２  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） ― ―

１５日 月 集会室１．２
オープン工房
( 風船小麦人形作製 ）

１５：００～１７：００
風船小麦人形を作ってムニュムニュして、ストレス解消しましょう♪
※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。

２０名
当日

１５時より
先着順

10日 水 多目的室 ママとなかよしグー １０：１５～１１：４５
「あじさいのフラワーボール」をつくりましょう。
※１０：１５～１１：３０の好きな時間で作れます（製作時間１５分～２０分）

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

１６日 火 集会室１．２ いちごえん　☆ 製作 ☆ １０：００～１１：３０ 大好きなお父さんへのプレゼントを作りましょう！ １歳からの未就学児（保護者同伴） ２０組
当日

１０時より
先着順

２３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

３ヶ月から１歳未満の乳児と保護者 ６組 ６月１日

２５日 木 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 ６組 ６月１日

３０日 火 集会室１ 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） ５組 ６月１日

７日 日 多目的室 クラフトバンド手芸 １３：００～１４：００ クラフトバンドで「おさかなバスケット」を作りましょう！ 小学３年生から高校生 ８名 ６月１日

１４日 日 集会室１ モザイクタイルアート １０：３０～１１：３０
タイルを貼って、ステキな小物を作りましょう！
※当日はお持ち帰りできませんのでご了承ください。

小学３年生から高校生 ６名 ６月１日

２１日 日
マルチ
メディア
スタジオ

小学生の為のパソコン基礎講座
（Ｃコース・Ｄコース）
月２回、毎回日曜日開催（６月は１回）

Ｃ　１１：００～１２：３０
Ｄ　１３：３０～１５：００

パソコンの基本的知識を１年間１９回に渡り学ぶ人気のロングコース講座です。 小学４～５年生 １０名 締切

２２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！！

小学生から高校生 ― ―

２８日 日
マルチ
メディア
スタジオ

小学生の為のパソコン基礎講座
（Ａコース・Ｂコース）
月２回、毎回日曜日開催（６月は１回）

Ａ　１１：００～１２：３０
B　１３：３０～１５：００

パソコンの基本的知識を１年間１９回に渡り学ぶ人気のロングコース講座です。 小学４～５年生 １０名 締切

※講座はやむを得ず、内容変更や中止になる場合があります。ご理解ご協力をお願いします。

※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。

　　　　第２児童センター グーかすかべ 6月講座・イベント　予定表　　　　　第1版　2020.5.1

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(一部中高生対象講座含む)


