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佐倉老幼の館

ち

新聞

月号
日

月

火

3

4

5
休館日

10

11
休館日

10：30～11：00

・ミニえくぼちゃんタイム
・みんなであそぼう
10：30～11：30

12 ・えくぼちゃんタイム

木

HP
http://www.sakuraroyo.shiteikanri-sakura.jp
ブログ s.ameblo.jp/sakura-royo
Facebookもあるので、是非見てください♪
6

7

みんなであそぼう
「自由あそび」

14 みんなであそぼう

「老幼探検」

「自己紹介あそびゲーム」

印旛合同庁舎

GS

土

みんなであそぼう
「自由あそび」

2

8 みんなであそぼう

よちよちランド

13 みんなであそぼう

・みんなであそぼう

10：30～11：30

佐倉保育園

金
1

佐倉
老幼
佐倉老幼の館

中央公民館

〒285-0038
佐倉市弥勒町229-2
【TEL】486-7090
【開館時間】午前9時～午後5時
【休館日】月曜日、祝祭日【指定管理者】株式会社アンフィニ

水

佐倉老幼の館では、記録用の写真をとる場合があります。
ホームページや広報等に掲載させて頂きますので、
不都合な場合はあらかじめ職員へお知らせ下さい。

幸田薬局
幸田薬局
図書館

美術館

9

「老幼探検」

15 みんなであそぼう

「自己紹介あそびゲーム」

16
13：30～16：00

ともだちクラブ

17

24

10：30～11：30

18
休館日

19 ・えくぼちゃんタイム

25

10：30～11：30
26 ・えくぼちゃんタイム

20

・みんなであそぼう

休館日

みんなであそぼう

27

・みんなであそぼう

10：45～11：15

ちびっこおはなしのへや

0歳児親子
えくぼちゃんタイム

誕生日会

場所：和室

10：30～11：30
22 にこフレタイム

乳幼児
親子向け

23

10：00～11：30

囲碁クラブ

「おしゃべりカフェ」

29

「こいのぼりづくり」

9時～11時30分（自由参加）

毎週火曜日

10：30～11：30

よちよちランド

28 みんなであそぼう

11：00～11：30

乳幼児親子集まれ～！自由に遊び、情報交換やお友だち作りができます。
季節のあそびや製作など、メニューも盛り沢山です。
11時からはみんなで一緒に体操や手遊びなどで楽しみましょう。
春休みは、幼稚園児・小学生の大きいおにいさん、おねえさんたちも
あそびにきます。一緒にあそびませんか？

21

30

昭和の日
休館日

ちびっこ
4月20日(水) 10時45分～11時15分
おはなしのへや
今月のテーマは、「春が来た！」です。
今年度はじめての「おはなしのへや」です。

乳幼児
親子向け
場所：和室

場所：ホール

ママが楽しむ にこフレタイム
※ 対象：「みんなであそぼう」参加乳幼児親子

10時30分～11時30分

持ち物：バスタオル・名札

4月 5 日 「ミニえくぼちゃんタイム」10時30分～11時
（※学校が春休みの為、和室のみの活動になります。）
4月 12 日 「布あそび」身近にあるものがだいへんしーん！
4月 19 日 「ふれあいあそび」ママのおひざは世界１！
4月 26 日 「絵本あそび」赤ちゃんとママのリラックスタイム。

1歳児あつまれ！ 第1、第3木曜日 10時30分～11時30分
よちよちランド
4月7日（木）「スキンシップあそび」 4月21日（木）｢おはなしランド｣

乳児親子
（1歳未満）
向け

おしゃべりカフェ *
4月22日(金) 10時30分～11時30分
子育て中の楽しいことも
大変なこともみんなでおしゃべり！
楽しいひとときを過ごしませんか？
参 加
定

1歳児親子
向け

よちよち歩き始めたおともだち、あつまれ～♪
ボールプール・山登りスロープ・すべり台・ままごとコーナーなど、いろいろな遊びを
場所：ホール
用意して待っています。おともだち作りに来て下さいね！

費 ：100円 （おやつ付）
員 ：各回10組（2部制・先着順）
申し込み受付中

予告

フェルトで「なふだ」づくり☆
５月11日(水) 10時30分～11時30分

老幼で遊ぶときも、外出時にも便利に使える
かわいい名札を手づくりしよう！
参 加 費 ：100円 （材料費）
定
員 ： 30組（先着順）
持 ち 物：たちばさみ（持っている方）
申込受付 ：４月12日（火）～

誕生日会 4月27日(水) 11時～11時30分
☆お誕生月のお子さまには、カードのプレゼントがあります。
（手・足型をとるので、10時40分までにお越しください。）
☆お祝いするお友だちも、たくさん参加してくださいね！

乳幼児
親子向け
場所：ホール

一人ひとりの力が大きな力に！

ハンターにつかまるな!!

ともだちクラブ

4月16日(土) 〈時

間〉午後1時30分～4時

★定例会★
新年度のともだちクラブがスタートします。
みんなで担当を決め、どんなボランティア活動が出来るか、考えてみましょう。

小学3年生
～中学生
向け

逃

場所：和室

走

☆ともだちクラブ活動報告☆～こんなことをやりました！～

中

ｉｎ 城址公園 春の陣

～今年度もたくさん集まりました。ご協力ありがとうございました。～
３月２４日、佐倉東中学校にプルタブを、佐倉市役所内社会福祉協議会に使用済み切手を、
届けに行ってきました。プルタブは、800㎏で車いす１個になり、老人ホームに寄付するという
こと、使用済み切手はお金にかえて、スーパーの車いす用ショッピングカートなどを購入し
スーパーに寄付しているそうだということを聞き、とても勉強になりました。
これからも、たくさんの人に声をかけて集めていきたいと思いました。
佐倉小３年Ｏ・Ｒさん ５年Ｔ・Ａさん ５年Ｔ・Ｙさん

ミッションをクリアして
を手にするのは誰だ！
君はハンターから
逃げきることができるか?

★ともだちバス遠足の感想★
バス遠足では、いろいろな学年や他の学校の人と仲良くなれたり、お話が出来てよかったです！
佐倉小５年 Ｍ・Ｈさん
今回で最後のともだちクラブの活動だったので、思いっきり楽しめました！
佐倉小6年 Ａ・Ｈさん
今日は、バス遠足でキーホルダー作りや、いろいろな友達と遊べてよかったです。
佐倉小4年 Ｋ・Ｍさん

平成２８年５月１５日(日)
雨天中止

～楽しいことしたい人、ともだちさそってみんな集まれ～♪～

ともだちクラブ
活動日：毎月第3土曜日
午後1時30分から午後4時
対 象：小学生3年～18歳
場 所：佐倉老幼の館 和室
活動内容：佐倉老幼の館の行事お手伝い
エコ活動・福祉施設の訪問

≪百人一首クラブ≫
活動日：毎月第1土曜日
午後1時30分から3時30分
対 象：小学生～18歳、60歳以上の方
（1、2年生は保護者同伴をお願いする
場合があります。）
場 所：佐倉老幼の館 和室

≪生け花クラブ≫
活動日：毎月第2土曜日
午前10時から11時30分
対 象：小学生～18歳、60歳以上の方
場 所：佐倉老幼の館 和室
費 用：月700円（お花代）

≪場
所≫ 佐倉城址公園本丸広場
≪集合・解散≫佐倉城址公園自由広場前
≪集合時間≫ 9時30分
≪解散時間≫ 12時
≪対
象≫ 小学生(1年生～6年生) 先着35名
≪申し込み≫ 平成27年4月17日(日)～5月１日(日)
※本人または家族が直接来館にて申し込んで下さい。
※ともだち新聞４月号記載の申し込み書を記入のうえ、持参して下さい。
※緊急連絡先がわかるようにしてきてください。

ふれあい自然体験

≪囲碁クラブ≫
活動日：毎月第4土曜日
午前10時から11時30分
対 象：小学生～18歳、60歳以上の方
場 所：佐倉老幼の館 和室

各クラブみんなで楽しく活動しています♪
興味のあるかたは、是非佐倉老幼の館にいらしてください。

小学校

逃走中！申込書

学年／.名前

佐倉老幼の館

（男・女）・

.保護者名

。

住

所

・

電

話

・

緊急連絡先（名前）

（電話番号）

・

