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〒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

0歳児親子

休館日

佐倉老幼の館

10：30～11：30
ママのにこフレタイム
「英語であそぼう」

えくぼちゃんタイム
7月１２日(金)

☆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。
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。
（当日は手型・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、たくさん参加して下さいね！

ちびっこ 7月1７日(水)

今月のテーマは「おさかなさんとあそぼう」です。
たくさんのおさかなさんが、歌に本に手あそびに隠れています。
涼しく楽しく、お話の部屋でいっしょに探しましょう！

おたんじょうかい 11時～11時30分
場所：和室 持ち物：バスタオル・名札

おはなしのへや

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♪

10時45分～11時15分

9：30～11：30
よちよちランド

Ｒ・１

号

乳幼児
親子向け

場所：ホール

7月 ２日

7月 ９日

7月 1６日

7月 2３日

7月 3０日

休館日

と も だ ち
新聞

幸田薬局

佐倉
老幼

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
・「育児相談デー」

わ く わ く 館
かん

10：45～11：15
ちびっこおはなしのへや

1歳からの

よちよち歩き始めたお友だち、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
遊びを用意して待っています。楽しくあそんで、おともだちをたくさんつくりましょう。

乳幼児親子
（1歳から）

よちよちランド

休館日

場所：ホール
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乳幼児
親子向け

14：00～16：00
おばけスタッフ会議

毎週火曜日 10時30分～11時30分

10：30～11：30
・ちびっこ同窓会
・えくぼちゃんタイム

みんなであそぼう
「ボールプールであそぼう」

「布あそび」身近にあるものが大ヘンシーン！

「ぴよぴよタイム」保健師なんでも相談！身長・体重計測が出来ます！

第1・3木曜日 ９時30分～11時30分

「スキンシップあそび」ママの手大好き！

11：00～11：30
おたんじょうかい

場所：ホール

乳幼児
親子向け

場所：和室

休館日

海の日

※学校が夏休みの為、8月はお休みになります。9月は5日、19日です。

２０１９年度幼児親子体操教室
予告

★のびのびキッズ★

※親子でふれあい、同年齢のお友だちと一緒に
思いっきり身体を動かして遊ぶ体操教室です。

※妊娠されている方は、ご遠慮下さい。
※ご本人が直接来館の上、お申込み下さい。

2019年10月4日～12月6日

（11月1日（金）を除く)

◎毎週金曜日※11月30日（土）を含む全10回

平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれ

2019年9月4日（水）～9月19日（水）

20組 （先着順）

〈実施期間〉

〈対象年齢〉

〈申込期間〉

〈定 員〉大きくなったみんな集合！
なつかしいお友だちと遊びましょう

2019年度

14：00～16：00
おばけスタッフ会議

14：00～16：00
おばけスタッフ会議

14：00～1600
おばけスタッフ会議

「ミニえくぼちゃん自由広場＆ちびっこ同窓会」

「おばけやしき」のためお休み

13：30～15：30
百人一首クラブ

13：00～15：30
おばけやしき（第1幕）

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

10：00～11：30
のびのびキッズ⑩閉所式

休館日

みんなであそぼう
「自由あそび」

みんなであそぼう
「自由あそび」

みんなであそぼう
「自由あそび」

7月４日(木) 絵本「いないいないばあ」

7月1８日(木) 「パラバルーンあそび」

３日(水)

みんなであそぼう

水あそび

9時30分～11時30分（自由参加）

持ち物：着がえ・タオル・帽子・飲み物

※雨天の場合はホールで
「七夕飾り作り」となります。

場所：ホール

乳幼児
親子向け

汚れても良い服装で来てね！

ちびっこ同窓会

♪みんなであそぼう♪

＜日時＞2019年7月23日（火）

10時30分～11時30分

＜場所＞佐倉老幼の館 わくわく館 ホール

1 ４３ ５ ６２

３１

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） 申込受付中

「英語で遊ぼう」

みんなであそぼう
「水あそび」
（雨天：七夕飾り作り）

7月10日(水) 10時30分～11時30分

対象：０歳～未就園児

★夏休み映画会★

8月2０日(火)

午前10時30分～11時30分

「ねずみくんのチョッキ」 約15分
「１０ぴきのかえる」 約20分

☆映画の内容は、変わる場合が
あります。

乳幼児
親子向け

予告

10：00～11：00
おばけやしき（第２幕）
こわいおはなし会

準備・片付けのため、イベント以外の
時間は利用できません。

13：30～15：00
生け花クラブ

対象：歩き始め～１歳児親子

みんなであそぼう
「新聞紙あそび」

ママが楽しむ にこフレタイム

「みんなであそぼう」に参加乳幼児親子

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。

準備・片付けのため、イベント以外の
時間は利用できません。

場所：ホール

場所：戸外



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。

老幼の館
恐怖の館に大変身！

おばけやしき

日時：1日目 2019年7月30日（火）
おばけやしきで肝だめし

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）
おばけやしきでこわ～いおはなし会

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～！

※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。

一人ひとりの力が大きな力に！

ともだちクラブ ☆7月の活動予定☆

★ おばけスタッフ会議 日程 ★

・日 程： 7/7（日）・14（日）
21（日）・30（日）

・時 間：午後2時00分～午後4時00分
・場 所 佐倉老幼の館
・持ち物：水とう

7/30（火）当日は、午前10時～午後4時まで（弁当持参）
※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。

☆7/31（水）は「こわいおはなし会」です。
ぜひ参加しましょう！

どんなおばけやしきが
出来るかな…？？

おばけやしき 参加申込書
ふりがな

なまえ ＜幼・小（ 年）・中＞

なまえ ＜幼・小（ 年）・中＞

住所 電話

こわ～いおはなし会 参加申込書

・日程 ８月２７日（火）
・時間 午前1時30分～2時30分
・場所 和室・定員 10名
・対象 小学生１年生～6年生
・参加費 初めてさんは一重のお花（５００円）

経験者さんは二重のお花（７００円）
※当日、持ってきて下さい。

・申し込み ７月7日（日）～
講師 雨あがり工房 伊藤 桂子さん

＊ゆうゆうの里デイサービス訪問＊

☆ともだちクラブ活動報告☆～こんなことをやりました！～

6月22日（土）に、ゆうゆうの里
デイサービスを訪問しました。
大型絵本やパネルシアターを発表したり、
利用者の方と一緒にゲームなどを
楽しみました。
手作りのメッセージ付き飾りも喜んで

もらえました。

わくわく館わくわく館

小学3年生
～中学生

向け

佐倉老幼の館では、親子利用者向けに11時30分から12時30分の間
昼食利用の為、和室を提供しています。
小学生以上も必ず保護者の同伴で、ご利用下さいますようお願い致します。

館内での食事について

２０１９年度 ２０１９年度

感想

付き添い 大人（ ）名 付き添い 大人（ ）名

小学生
チャレンジ

つまみ細工で
お花作り

プラバンデー
・日時 ８月２２日（木）
（受付 午後２時～４時）
☆描きたいイラストがあったら持ってきてね！

マンカラ大会
・日時 ８月２９日（木）午後２時～４時

友達同士でたくさん対戦しよう！
夏休み中の対戦表の表彰もするよ！
たくさんチャレンジしよう♪

カプラ１０００
１０００ピースのカプラでオブジェを作り上げよう！

友だちとの共同制作もOK👌

髪飾りにする？ブローチにする？

つまみ細工 参加申込書
ふりがな

.氏名 （ 小学校 年生）。

住 所 ・

保護者名 連絡先 。

★おばけスタッフ会議 日程★
・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。

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

ふりがな

なまえ ＜幼・小（ 年）・中＞

なまえ ＜幼・小（ 年）・中＞

住所 電話

２０１９年度

お年寄りの方と仲良く
できたし、発表も頑張
るとことができまた。
来年も楽しみです。

（Ｓ.Ｗ）

おじいちゃん、おばあ
ちゃんが喜んでくれて
良かった。私は笑顔で
接することができパネ
ルシアターも上手にで
きて良かった（Ｉ.Ｒ）

大型絵本の鳴き声が
うまく出来ず残念で
したが、黒ひげきき
いっぱつのゲームで
はぎりぎりで勝てて
良かった。（Ｆ.Ｓ）


