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　新型コロナウィルス感染防止の観点から、児童健全育成推進財団のガイドラインに沿って
　運営しております。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
◇ 開館時間内は1日利用可能です。（10時～20時）
◇ マスクは各自で用意し、必ず着用してください。(乳幼児は着用の有無を問いません。)
◇ 入館受付時に検温をします。また、入館時・退館時に手指の消毒、手洗い、うがいをお願いします。
　※ 体調がすぐれない場合（発熱、呼吸器症状、倦怠感等）は、入館をお断りすることがあります。
　    また、家族や職場、学校など身近な方に新型コロナ感染者もしくは感染の可能性がある方がいる場合は
　    来館をひかえてください。
◇ 入館者が多数になった場合、利用時間制限をお願い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。
◇ 大きな声での会話や近い距離での接触をさけましょう。
◇ 感染拡大防止のため、館内を換気します。温度調節のしやすい服装で来館してください。
◇ 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。
◇ 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。
◇ 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。
◇ 当面の間、館内での食事はできません。
◇ 調乳用のお湯の提供を中止しております。
◇ おもちゃ・ゲーム類の貸し出しを一部制限します。
◇ 3階音楽スタジオについては、ホームページ掲載内容とは異なります。電話にてお問い合わせください。
※新型コロナ感染予防対策などのために運営内容の変更や臨時休館になる場合がありますが、
　その際は、館内掲示板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。

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

「グーかすかべ」 現在の運営方法 と お願い

9月実施講座の申込方法
・申込開始日は次のとおりです。

◇未就学児対象の講座は、9月1日(木)～

◇小学生から高校生対象講座は、8月21日(日)～

・申込開始日は電話のみで10時からの受付です。

※開始日10時台は電話が混み合ってつながりにくい場合があることをご承知おき下さい。

・開始日の申込は児童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能となりますが、新型コロナ感染防止の為、

原則として来館しての申込はご遠慮ください。

・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、お問い合せください。

※キャンセルされる際は、必ず事前にお知らせください。

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。

♦新型コロナウイルス感染防止策のため、入館制限や利用時間制限をすることがあります。
また、状況により内容が変更になる場合がありますので、予めご承知おき下さい。

◇４階体育室 利用再開予定のお知らせ◇

修理工事終了後の､４階体育室の利用再開は ９月１日(木)を予定しています。

卓球、バドミントン、バスケットボールで遊べます｡(いずれも時間制です)

工事中はご迷惑をおかけしました。よろしくお願いいたします。

併せて屋上ひろば（未就学児専用）の利用も再開となります。

※再開日が変更になる場合があります。その際はホームページ等でお知らせします。
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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

4日 日 集会室  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）

全児童（未就学児は保護者同伴） １０名 受付中

5日 月 多目的室  ＧＡＭＥ ＣＡＦＥ（ゲームカフェ） 15:30～17:30
スマートボールなどであそぼう！  景品あります。
（9月実施日：5日、12日、19日）

全児童 (未就学児は保護者同伴) ―
当日

希望者

11:00～16:00
玩具、絵本、生活雑貨、衣料品など色々なものを廉価販売！！
ご家族揃ってお楽しみ下さい
※子ども服大手ブランド、ナルミヤ･インターナショナルが出品予定です。

全児童 (未就学児は保護者同伴) ―

10日 土 出店者募集

募集ブースは32ブース(子どもブースも大歓迎) ※先着順です。
出店申込：8月21日(日)～9月4日(日)
出店料は無料とし、売上の20%を埼玉県子ども食堂ネットワークにご寄付
戴きます。

全児童と保護者
全32
ブース

8月21日

11日 日 [併催]    千本吊り 楽しい豪華な景品を吊り上げよう！

[併催]    福引 赤玉を狙って、福引に挑戦！

13:00 ～ 100名
当日12:50
より先着順

15:00 ～ 100名
当日14:50
より先着順

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） ― ―

18日 日 集会室  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）

全児童（未就学児は保護者同伴） １０名 受付中

24日 土 ３階ひろば  パターゴルフ 13:00～15:00 カップインをめざして、たのしくあそぼう！    景品あります。 全児童（未就学児は保護者同伴） ―
当日

希望者

25日 日 ３階ひろば  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） ― ―

26日 月 多目的室  オープン工房 15:30～17:30 楽しい「チャプチャプボトル」を作りましょう！ 全児童（未就学児は保護者同伴） 25名
当日

先着順

乳幼児/未就学児対象講座

7日 水 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＆トミカで遊びましょ
う！（9月実施日：7日、13日、21日）

未就学児と保護者 12組
当日

先着順

8日 木 集会室  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   ※ 8日、20日連続参加可能。

3ヶ月から1歳未満の乳児と保護者 ６組 9月1日

13日 火 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＆トミカで遊びましょ
う！（9月実施日：7日、13日、21日）

未就学児と保護者 12組
当日

先着順

14日 水 集会室
 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 9月1日

15日 木 体育室  ママといっしょに★ヒップホップダンス 11:00～11:30
親子で遊びながらヒップホップダンスを楽しみましょう！
※動きやすい服装・靴・飲み物

1歳6ヶ月からの未就学児と保護者 12組 9月1日

20日 火 集会室  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   ※ 8日、20日連続参加可能。

3ヶ月から1歳未満の乳児と保護者 ６組 9月1日

21日 水 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＆トミカで遊びましょ
う！（9月実施日：7日、13日、21日）

未就学児と保護者 12組
当日

先着順

22日 木 集会室  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(22日か29日どちらか1講座のみ)

4ヶ月から1歳未満の乳児と保護者 ６組 9月1日

26日 月 集会室  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。※持ち物：飲み物

7ヶ月から２歳未満児と保護者　　 ６組 9月1日

28日 水 集会室
 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 9月1日

29日 木 集会室  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( 22日か29日どちらか1講座のみ)

4ヶ月から1歳未満の乳児と保護者 ６組 9月1日

30日 金 集会室  ママとなかよしグー
①10:15～10:50
②11:00～11:35

「秋のガーランド」を作りましょう！
※申込時間内の好きな時間で作れます。(製作時間15分～20分)

1歳からの未就学児と保護者
①②

各7組
9月1日

小学生対象講座（一部中高生対象講座含む）

3日 土 集会室  わくわく理科教室 13:30～15:00
「ポンポン蒸気船」を作ろう！
船を走らせる水蒸気のふしぎを調べてみよう。
※持ち物：持ち帰り用の袋

小学生
（1、2年生は保護者同伴）

１0名 8月21日

13日 火 多目的室  ビーズアクセサリー 16:30～17:30
「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 ６名 8月21日

多目的室  クラフトカフェ 10:15～11:30 「組み編み」を作りましょう!! 小学３年生から高校生 ６名 8月21日

集会室  おもしろ彩エンス 13:30～15:00 光と鏡の科学②  ワンドスコープ（流れる万華鏡）をつくろう。
小学生
※保護者1名まで見学可。
未就学児は入れません。

14名 8月21日

25日 日 多目的室  チョークアート 13:30～14:30
モニークチョークアート協会講師､石田智子先生によるチョークアート講
座。黒板にチョークを使って楽しく色づけしてみましょう♪

小学３年から高校3年まで 8名 8月21日

27日 火 多目的室  ビーズアクセサリー 16:30～17:30
「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 ６名 8月21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。

※各講座の申込開始日は当面の間、電話のみの受付です。各講座の内容は変更になる場合があります。その際は館内掲示やホームページでお知らせします。

200名
当日10時より

チケット配布

第2児童センター　グーかすかべ　9月 講座・イベント　予定表

体育室

 [埼玉県子ども食堂ネットワーク]支援
.

.チャリティフリーマーケット

全児童（未就学児は保護者同伴）

23日 金

11:00～16:00

[併催]    ビンゴ大会 ビンゴに参加して景品をGETしましょう！（豪華景品あり）

～ ～


