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◇ マスクは各自で用意し、必ず着用してください。(乳幼児は着用不着用を問いません。)

◇時間帯を４部制の「完全入替え制」にして、時間帯をまたいでの入館はできません。

　※４部制時間①10:00～12:00  ②13:00～15:00  ③15:30～17:30  ④18:00～20:00

◇ ３密防止のため、職員や講座講師はマスクやフェイスシールドを着用します。

　※運営内容は変更になる場合があります。その際は館内やホームページでお知らせします。

　　ご理解・ご協力をお願いいたします。

※新型コロナ対策のため、入館人数の制限をしています。定数を超えますと入館をお断りする場合があります。 　　　　※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

◇ 当面、４階体育室のバスケットボール利用は中止します。(３密防止のため)

　※卓球とバドミントンは遊べます。ただしどちらか一つだけ限定です。

◇ 講座の実施を一部制限し、講座内容を変更することがあります。

◇ 交流スペースでの食事はできません。食事ができるスペースを集会室２に限定します。

◇ ３密防止のため、おもちゃ・ゲーム類の貸し出しを一部制限します。

◇ 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。

◇ 飛沫感染防止のため、受付にスクリーンを、机の上には透明アクリル板を設置します。

◇ 3階音楽スタジオは、「個人練習のみ」限定でご利用可能です。(３密防止のため)

◇ 入館受付時に検温をします。また、手指の消毒や手洗いをお願いします。

　※ 高熱(37.5以上)の場合には入館をお断りすることがあります。

◇ 入館者が多数になった場合、入館制限や利用時間制限をすることがあります。
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2020年 10月予定表 ＴＥＬ：（０４８）７５４－２８１５
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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

10月実施講座の申し込み方法
10月実施講座の申し込み方法も、「電話のみ」の受付けとします。

※申し込み開始日は次のとおり。 講座により受付け開始日が分かれます。

◇未就学児対象の講座受付け開始日は、10月1日(木)

◇小学生から高校生対象講座の申し込み開始日は、９月２０日(日)（前月の第3日曜日）

１０時から電話受付けスタートしますので、お間違えの無いようにお願いします。

１０時前は受付けできませんのでご注意ください。

※開始日の申し込みは児童１人につき１講座までとさせて頂きます。

翌日からは空きのある他の講座の申し込みも可能となります。

※申し込み開始日が記載されていない講座は、申し込み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、必ず事前に当館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。

「グーかすかべ」 現在の運営方法 と お願い

キッズアート秋コース

土曜クラス (月１回 ３ヶ月コース)

10月17日（土）

10:30 ～ 11:30

キッズアート秋コース

金曜クラス (月１回 ３ヶ月コース)

10月16日（金）

15:30 ～ 16:30

HIP HOP 秋コース
(月２回 ３ヶ月コース)

10月 9日（金）
10月23日（金）

15:45 ～ 16:30  

Goo★Goo♪English
秋コース (月１回 ３ヶ月コース)

10月23日（金）

10:15 ～ 10:45
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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

全児童対象講座

11日 日 多目的室  おもちゃ病院
①10:00～12:00
②13:00～15:00

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） ― ―

25日 日 集会室1  グーかす将棋道場 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） ― ―

①10:00～12:00
②13:00～15:00

☆フォトコーナーで写真を撮りましょう❤（24日からOK!!）  　 　　   　

帰りにお菓子ももらえます (^^♪
①部②部

各50名

①10:30～11:30
②13:30～14:30

☆オープン工房でマスカレイドマスク           を作りましょう！
①部②部

各15名

乳幼児/未就学児対象講座

6日 火 体育室  のりもので遊ぼう！ 11:00～12:00
体育室でかっこいい乗り物にのってあそびましょう！               　      　   
※事前申し込み制です。

未就学児（保護者同伴） １０組 10月1日

7日 水 集会室1  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　                                             
※7日、21日はどちらか１講座のみです。

4ｹ月から1歳未満の乳児と保護者 ６組 10月1日

8日 木 集会室1  いちごえん　(製作)
①10:15～10:45
②11:00～11:30

「ハリネズミのポシェット」を作りましょう。 1歳からの未就学児(保護者同伴)
  ①②　 
各７組

10月1日

9日 金 集会室1  ママとなかよしグー
①10:15～10:50
②11:00～11:35

「小さな畑」をつくりましょう。
※申込み時間内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)
  ①②　
各10組

10月1日

12日 月 集会室1  わらべうたベビーマッサージ 11:00～11:50

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   　　　　　　　　　　　　　　　
※12日、29日連続参加可能です。

3ｹ月から1歳未満の乳児と保護者 ５組 10月1日

14日 水 集会室1、2
 ママとハッピーリトミック♪              
       （１歳児）

11:00～11:50

リズム遊びや季節をテーマにした活動を行います。音楽に合わせて親子で
身体を動かしたり先生やお友達と楽しい時間を過ごしましょう。　　　　　
親子ともにはだしで行います。※動きやすい服装・飲み物　　　　　　　　
※リトミック研究センター指導者会員による講座

1歳児と保護者 ６組 10月1日

15日 木 体育室  ママといっしょに！リズミック★ 11:00～11:30 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）

１０組 10月1日

16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) １５組
当日10時
より先着順

19日 月 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 10月1日

20日 火 集会室1  わらべうたキッズマッサージ 11:00～11:50
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　　 ５組 10月1日

21日 水 集会室1  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　                                             
※7日、21日はどちらか１講座のみです。

4ｹ月から1歳未満の乳児と保護者 ６組 10月1日

22日 木 体育室  のりもので遊ぼう！ 11:00～12:00
体育室でかっこいい乗り物にのってあそびましょう！               　      　   
※事前申し込み制です。

未就学児（保護者同伴） １０組 10月1日

28日 水 集会室1、2
 ママとハッピーリトミック♪              
       （２、３歳児）

11:00～11:50

リズム遊びや季節をテーマにした活動を行います。音楽に合わせて親子で
身体を動かしたり先生やお友達と楽しい時間を過ごしましょう。　　　　　
親子ともにはだしで行います。※動きやすい服装・飲み物　　　　　　　　
※リトミック研究センター指導者会員による講座

２、３歳児と保護者 ６組 10月1日

29日 木 集会室1  わらべうたベビーマッサージ 11:00～11:50

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   　　　　　　　　　　　　　　　
※12日、29日連続参加可能です。

3ｹ月から1歳未満の乳児と保護者 ５組 10月1日

小学生対象講座（一部中高生対象講座含む）

4日 日 集会室1  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

5日 月 多目的室  ＧＡＭＥ ＣＡＦＥ（ゲームカフェ） 15:30～17:00
スマートボールであそぼう！景品あります。　　　　　　　　　　　　　　
（10月実施日：5日、19日）

小学生から高校生 ―
　当日　　

希望者

多目的室  クラフトバンド手芸 10:30～11:30 クラフトバンドで「ハロウィンリース」を作りましょう！ 小学３年生から高校生 ８名 9月20日

集会室1、2  おもしろ彩エンス 13:30～15:00
大空にはばたけ!！「ミラクルヘリコプター」をつくりましょう。　　　　　
試運転飛行は４Ｆ体育室で。

小学生 １４名 9月20日

13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。
※13日と27日のどちらか１講座のみ参加可能です。

小学生  (16:30が夕焼けチャイ
ムのため、講座開始時刻から保
護者は館内でお待ちください。)

６名 9月20日

18日 日 集会室1  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

24日 土 多目的室  オークウッドスイーツ 13:30～15:00

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「リンゴのタルト」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・マスク                          　　　　
※新型コロナウィルス感染防止対策のため、調理後その場での試食はせず
にお持ち帰りとなります。

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 9月20日

27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。
※13日と27日のどちらか１講座のみ参加可能です。

小学生  (16:30が夕焼けチャイ
ムのため、講座開始時刻から保
護者は館内でお待ちください。)

６名 9月20日

※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。

全児童（未就学児は保護者同伴） ―

第2児童センター　グーかすかべ　１０月 講座・イベント　予定表

31日 土
３F交流広場　
　　　　　　　
多目的室 他

   ハロウィンイベント 2020　🎃

10日 土


