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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。

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

乳児親子
（1歳未満）

向け

休館日

10：30～11：30
ママのにこフレタイム
「フェルトのなふだ作り」

6月27日(木)
☆誕生月のお子さまには、カードのプレゼントがあります。事前にお子様の
メッセージカードをお渡しします。スタッフに声をかけて下さい。
（手型・足型をとるので、10時30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！

6月26日(水)

今月のテーマは「雨とあそぼう」です。
歌と手あそび、よみきかせで、雨つぶと絵本を楽しみましょう！ハイハイ赤ちゃんもぜひ
来てね。

11時～11時30分

場所：和室 持ち物：バスタオル・名札

HP http://www.sakuraroyo.siteikanri-sakura.jp
アドレスは、今まで通り変更はありませんので
引き続きご覧ください♪

休館日

11：00～11：30
おたんじょうかい

R.1

月号

乳幼児
親子向け

場所：和室

休館日

幸田薬局

佐倉
老幼

※ 対象「みんなであそぼう」に参加乳幼児親子

10：30～11：30
・えくぼちゃんタイム
・みんなであそぼう

10：30～11：30
・えくぼちゃんタイム
・みんなであそぼう

9：50～11：30
つまみ細工「バラの髪飾り」

よちよち歩き始めたお友だち、あつまれ～♪
今月は、みんなで歌をうたったり体を揺らして遊びましょう♪
お友だち作りに来て下さいね！

乳幼児親子
（1歳から）

9時～11時30分（自由参加）

場所：ホール

乳幼児
親子向け

休館日

場所：ホール

1
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10：30～11：30
親子でフラダンス

乳幼児
親子向け

毎週火曜日 10時30分～11時30分

9：30～11：30
よちよちランド

10：30～11：30
・えくぼちゃんタイム
・みんなであそぼう

9：30～11：30
よちよちランド

6月 4日 「ふれあいあそび」ママのおひざは世界一！！

6月18日 「手づくりオモチャ」身近な材料がオモチャに変身！！
6月25日 「絵本あそび」ママのおひざでお話だいすき。

「 」０歳～未就園児対象

7月10日(水) 10時30分～11時30分

親子で英語の歌にあわせてあそびましょう♪
英語絵本の読み聞かせもあります。

①前半：10時30分～11時 全身を使って楽しめるコース
②後半：11時10分～11時30分

ねんねの赤ちゃんも楽しめる手遊び中心のコース
＜参加費＞無料
＜定 員＞ 前半・後半各15組（先着順）申込受付6月19日（水）～

10：00～11：30
のびのびキッズ⑦

10：30～11：30
・えくぼちゃんタイム
・みんなであそぼう

13：30～15：00
生け花クラブ

第1・第3木曜日 9時30分～11時30分

6月 6日（木）「絵本とあそぼう」絵本：さんりんしゃにのって

6月20日（木）「リズムあそび」

乳幼児
親子向け

6月11日 「マッサージあそび」ママの手は魔法の手。

場所：ホール

6月13日(木) 10時30分～11時30分

＜参 加 費＞ 無料
＜定 員＞ 20組（先着順） ※申込み受付中
＜持 ち 物＞ 水筒・動きやすい服装

小さなお子様と参加する場合はおんぶ紐など
＜講 師＞ 田﨑 景子先生

素敵なパオをつけて、フラダンスを楽しんでみませんか？

10：00～11：30
のびのびキッズ⑤

10：00～11：30
のびのびキッズ⑧

10：45～11：15
ちびっこおはなしのへや

10：30～11：30
エコまるリサイクル

場所：ホール

乳幼児
親子向け

場所：ホール

予告

13：30～15：30
百人一首クラブ

8

場所：和室

わくわく館で遊ぶときも、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
＜定 員＞ 20名（先着順）
申込受付は、しめきりました。

10時45分～11時15分

６月５日（水）・６日（木）
＜時 間＞10時30分～11時30分
＜申込受付＞５月７日（火）～６月４日（火）※申し込み時の登録番号が、初日の品物を選ぶ順番になります。

何点でもOK！

＜参加条件＞ みんなであそぼう参加者 詳しいことは事務室までお問い合わせ下さい。
※出品物は、タグをつけて、エコまる当日10時からご持参ください。
おもちゃ・子ども服・大人の服・日用品・など食品以外OK！（下着は未使用の物をお願いします。）

出品されない方も参加できますので、お気軽にいらして下さい。（出品された方優先・受付順）

終了後の残品引取り期間 6月7日（金）～14日（金） ※月曜日は休館日

（初めてさんは、お花のストラップなど）

6月12日（水）＜集合時間＞9時45分
①前半:初心者（お花）9時50分～10時30分 6名
②後半:経験者（バラの髪飾り）10時30分～11時30分 8名
<参加費> ①500円 ②700円 （当日持参して下さい）
<講 師> 雨あがり工房 伊藤桂子さん
申込受付中

※対象「みんなであそぼう」に参加 乳幼児親子
前半後半で、お子さんを保育しながら体験します。

先着順

乳幼児
親子向け

場所：和室

10：00～11：30
のびのびキッズ⑥

乳幼児
親子向け

※対象「みんなであそぼう」に参加乳幼児親子

転売目的の方はご遠慮下さい

場所：ホール

7月23日（火）
時間：10時30分～11時30分

場所：ホール

予告

10：00～16：00
ともだちクラブ
（ゆうゆうの里訪問 13：30～）

10：00～11：30
のびのびキッズ⑨（中央公民館）

14：00～16：00
おばけやしき
スタッフ会議



一人ひとりの力が大きな力に！ ☆6月の活動予定☆

みんなのアイディアでドキドキ！ハラハラ！の
おばけやしきをつくろう!!
おばけになりたい子★おどろかせたい子★
こわいしかけをつくりたい子!みんなあつまれ～!
佐倉老幼の館事務室まで申し込みに来てください。

★ ゆうゆうの里訪問 ★

6月22日(土) 午前10時～午後4時

午 前：訪問準備
午 後：訪問
持ち物：弁当・水とう

ゆうゆうの里の入居者さんに楽しんでいただける
ように、全員で力を合わせてがんばりましょう！

6月30日(日)
みんなのアイディアで、こわ～～いおばけやしきを
作りましょう！

できるだけお休みしないで参加して下さい。

小学3年生
～中学生
向け

★おばけスタッフ会議 日程★

★ ★

8月27日(火)
＜場 所 ＞

おばけやしき

わくわくドキドキ！
たのしい季節がやってきた～★

※お願い※

準備や片づけの為、「おばけやしき」「こわいおはなし会」以外の
時間は利用出来ません。なお、図書室はお休みになります。

予告

・日 程： 6/30（日）…全員集合！!（役割分担など）
7/7（日）・14（日）・21（日）・28（日）・30（火）

・時 間： 午後2時～午後4時
・場 所： 佐倉老幼の館
・持ち物： 水とう
※絵の具を使用する場合があるので、汚れてもよい服装でお願いします。

老幼の館
恐怖の館に大変身！

日時：1日目 おばけやしきで きもだめし
2019年7月30日（火）

午後1時～3時30分
（入場受付は午後3時15分まで）

2日目

2019年7月31日（水）
午前10時～11時
こわさ3段階！だんだんこわくなるよ～。
最後のおはなしは、とってもこわいよ～！

☆欠席する場合は、必ず佐倉老幼の館に連絡して下さい。（℡486-7090）

＜日 時 ＞

佐倉老幼の館 和室

★活動日程★
6/30(日)･･･初回は出来る限り全員集合!!

７/7(日) 14(日) ２1(日) ２8(日) …道具作り

７/３0(火)…おばけやしき本番!!

★場 所★ 佐倉老幼の館

★時 間★ 午後2時～４時

★対 象★ 小学3年生～6年生

★定 員★ 1０名（先着順）

★申込期間★ 6月2日(日)～６月29日(土)

おばけやしき 
スタッフ募集

ぼ し ゅ う

!! 

今年のおばけやしきは！！

７／３０(火)

2019年度

ふりがな

氏名 男・女（ 小学校 年生）

住所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

保護者名 連絡先＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

・つまみ細工・

・カプラ1000・

午後1時30分～

雨あがり工房 伊藤桂子さん

佐倉老幼の館

わくわく館
☆おばけやしきスタッフ申込書☆

＜講 師 ＞

おばけスタッフ会議初日

7月30日（火） おばけやしき当日
・時 間 ：午前10時～午後4時
・持ち物 ：弁当・水とう

おばけやしきで こわ～いおはなし会

2019年度

1000ピースのカプラを全て使ってオブジェを
作ろう。
友だちと協力しての力作にもチャレンジしよう！！

☆ともだちクラブ員といっしょに活動します。

☆詳しくは7月号でお知らせします。


