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ぜひ御覧ください。

乳児親子
（1歳未満）

向け

0歳児親子

休館日

佐倉老幼の館

えくぼちゃんタイム

10月24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ください。

（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 10月30日(水)

テーマは“秋だ！おでかけしよう”です。
のりものの本をたくさん見ましょう！電車、車、バス、大好きさんぜひ来てね！

おたんじょうかい 11時～11時30分

持ち物：バスタオル・名札

おはなしのへや
10時45分～11時15分

10：45～11：15
ちびっこおはなしのへや

R.１

月号

乳幼児
親子向け

10月

10月

10月

10月

休館日

新聞

幸田薬局

佐倉
老幼

ママが楽しむ にこフレタイム ※ 対象「みんなであそぼう」に参加乳幼児親子

わくわく館
かん

佐倉老幼の館では、記録用の写真を
撮る場合があります。
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。

9時～11時30分（自由参加）

休館日

1 2 3 ４

6

５

７

毎週火曜日 10時30分～11時30分

日

＜ ＞

＜ ＞参 加 費

定 員

8

1 日

＜ ＞

1５組(先着順)

バスタオル・水筒・ヨガマット(お持ちの方はご持参下さい。)

場所：和室

乳幼児
親子向け

休館日

みんなであそぼう

場所：ホール

乳幼児
親子向け

10：30～11：30
・えくぼちゃんタイム
・みんなであそぼう体育の日

「親子ヨガでリフレッシュ」
10月2日(水) 10時30分～11時30分

無料

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。

乳幼児
親子向け

9：30～11：30
よちよちランド

10：30～11：30
救命救急講習会

10：45～11：30
ママのにこフレタイム

10：00～11：30
のびのびキッズ③

10：00～11：30
のびのびキッズ④

9：00～12：00（佐倉小グラウンド）

15 日

「パラバルーンあそび」 フワフワの雲の上であそぼう！

「マッサージあそび」 ママの手は魔法の手。

「絵本あそび」 ママのおひざで絵本大好き！

1歳児あつまれ！
乳幼児親子
（1歳から）よちよちランド

第1・3・5木曜日 ９時30分～11時30分

絵本と遊ぼう！ 「うさぎとおいも」

場所：ホール

乳幼児
親子向け

「わくわくfesの飾りつけをしよう」

11月13日(水) 10時30分～11時30分

無料

持 ち 物

予告

参 加 費

場所：ホール

乳幼児
親子向け

＜申込み期間＞10月1日(火)～22日(火)（申込み時の登録番号が初日の品物を選ぶ順番になります。）

エコまるリサイクル
10月23日(水)・24日(木)
秋の 10時30分～11時30分

10：30～11：30
・えくぼちゃんタイム
・みんなであそぼう

10：00～11：30
のびのびキッズ①

10：00～11：30
のびのびキッズ②

グラウンドゴルフ大会

9：00～11：30
おまつりごっこ

10：30～11：30

エコまるリサイクル

29

日

「救命救急講習会」

まだ着られるけどサイズが小さくなっちゃった～…捨てるにはもったいないし、あげる人もいないし…
家の中にリサイクルできる品物はありませんか？
服・おもちゃ・日用雑貨品など、食品以外なら何でもＯＫ！！（大きいものは、写真でＯＫ！）
みんなで持ち寄って、ほしい方にリサイクルしましょう♪
※出品して下さった方は、申込み順に優先して1品選んで頂けます。出品されない方も参加できます。

～お母さんがリフレッシュ☆でお子さんの
笑顔がた～くさん！～

申込みは締め切りました。

3０

1５

２２

1４

３ 日

17 日 「ボール遊び」

よちよち歩きを始めたお友だち、あつまれ～♪
いろいろなあそびを用意して待っています。楽しくあそんで、お友だちを沢山つくりましょう。

9：30～11：30
よちよちランド

10：30～11：30
親子ヨガ

11：00～11：30
おたんじょうかい

わくわくfesに向けて、皆で楽しくステキな
飾りつけをしましょう！

１２

申込受付中

グラウンドゴルフ大会
（予備日）

〒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

＜講 師 ＞ 小林 彩野先生

合言葉はtrick or treat！
仮装してハロウィンを楽しもう

10月16日(水) 10時45分～11時30分

＜ 参 加 費 ＞

親子でハロウィンを楽しみましょう。
「トリック オア トリート～！！」で、お楽しみは何かな？

無料（申込制）

即位礼正殿の儀
休館日

10：30～11：30
歯の話

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

救命救急講習会

10時２0分～11時30分

10月15日(火）

＜時 間＞

＜場 所＞ わくわく館・ホール

＜対 象＞ 乳幼児親子
＜定 員＞ 大人３０名（先着順）

☆講習会終了まで、ホールでの自由あそびは
できませんのでご了承ください。

乳幼児
親子向け

場所：ホール

＜指導者＞ 佐倉消防署 救急法救急員

※申込受付中

＜ ＞

歯のはなし

場所：ホール

～第1回 虫歯ができる4つの原因～

＜ 参加費 ＞
＜ 講 師 ＞

乳幼児
親子向け

場所：ホール
無料
ウエルネス歯科医院 歯科衛生士さん 申込受付中

３１日 「身体を使った遊び」

10月9日(水) 10時30分～11時00分

場所：ホール

13：30～15：30
百人一首クラブ

場所：ホール

和室：ホール

3１

13：30～15：00
生け花クラブ

https://4.bp.blogspot.com/-pcXXUG_tUFw/UgsxdqKyz2I/AAAAAAAAXX4/Wkmeb1mx1lM/s800/job_shikaeisei.png


わくわくビンゴ大会もあります！
目指せホールインワン！！

～三世代交流 みんなで楽しくグラウンドゴルフ～

2019年10月26日（土）雨天順延10月2７日（日）
午前9時～12時
佐倉小学校 グラウンド
小学生～一般 20名（小学１年生は保護者同伴）
高齢者クラブ 60名
10月1１日（金）まで
午前9時～午後5時＜月曜日・祝祭日休館＞

小学生
～高齢者

時 間
〈 〉

〈 〉
〈 〉

実 施 日

場 所

対 象

申込期間〈 〉

〈 〉

※参加者、又は家族が直接来館の上、申込んで下さい。

一人ひとりの力が大きな力に！

ともだちクラブ ☆10・１１月のともだちクラブ活動☆

高齢者クラブの方と一緒にグラウンドゴルフを
楽しみましょう♪

【実施日】2019年10月26日(土)雨天順延27日(日)

【時 間】9時～12時

【集 合】8時40分 佐倉小学校グラウンド

【持ち物】水筒 帽子 タオル

【服 装】動きやすい服装 はきなれた運動靴

グラウンドゴルフ大会

わくわくＦｅｓのお手伝いをします。
みんなで協力しながら、楽しく盛り上げて
いきましょう♪

【実施日】 2019年11月17日(日)

【時 間】 10時～13時30分

【集 合】 9時00分

【持ち物】 水筒

☆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）

わくわくＦｅｓ‘1９

２０１９年１１月１７日(日)
10：00～13：00

発表の部

☆詳しい内容は、11月号のともだち新聞でお知らせします。

楽しいコーナーがいっぱいあるよ！みんなで来てね♪

ｖフードコーナー
あそびの
コーナー

手作り工作
コーナー

★さくら苑訪問★
さくら苑訪問

感想

今日さくら苑に行って、高れい者の方が
すごく楽しそうに聞いてくれて、

うれしかったです。 ６年H.Aさん

小学3年生
～中学生
向け

ふりがな

名前 （ 小学校 年生）（ 男 ・ 女 ）・

保護者名 。

住 所 電話 ・

緊急連絡先（名前） （続柄 ）連絡先 。

わくわく館２０１９年度 グラウンドゴルフ大会

高れい者の方が喜んでくれて、
自分もうれしくなりました。

６年S.Kさん

今日は自分の目標を達成できました。
さくら苑の人達が喜んでくれて
良かったです。 ５年M.Cさん

特別養護老人ホームさくら苑を
訪問し、リコーダー演奏、手遊び、
大型絵本の読み聞かせを行って
きました。

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～一般

（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 わくわく館 和室

生け花クラブ
活動日：毎月第2土曜日

午後1時30分～3時
対 象：小学生～一般

子育て中のお父さん・お母さんの
参加も大歓迎！(保育はありません)

場 所：佐倉老幼の館 わくわく館 和室
費 用：月1,000円（お花代）

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 わくわく館 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

ともだちクラブ

各クラブみんなで楽しく活動しています♪
興味のある方は是非、わくわく館に
いらしてください。

♪ホールに楽しい遊びのコーナーができました♪
長～いホワイトボードにおえかきをたのしんでね☆

使い方をまもって
楽しくあそびま
しょう！


