
0歳児親子 毎週火曜日 10時30分～11時30分

えくぼちゃんタイム 持ち物：バスタオル・名札

12月 3日 えくぼちゃんタイムの「おしゃべりカフェ」

12月 10日 ホールであそぼう＆絵本あそび みんなでなかよくあそびましょう

12月 17日 えくぼちゃん自由広場 ※和室のみの活動となります。

12月 24日 えくぼちゃん自由広場 ※和室のみの活動となります。

と も だ ち わくわく館月号

佐倉老幼の館

〒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、祝祭日新聞

1歳児あつまれ！ 第1・３木曜日 9時30分～11時30分

よちよちランド
5日 絵本と遊ぼう「クリスマスのかくれんぼ」

19日 音あそび「クリスマスソング」

よちよち歩き始めたお友だち、あつまれ～♪
楽しくあそんで、おともだちをたくさんつくりましょう。

歯のはなし～第2回～ 12月4日（水）10時30分～11時30分
テーマ「離乳食から始まる歯の発達」「仕上げみがきを嫌がる原因」「虫歯の感染経路について」

＜ 参加費 ＞ 無料
＜ 講 師 ＞ ウエルネス歯科医院 歯科衛生士さん 個別相談も出来ますよ！

申し込み受付中

ぼくの！わたしの！
「カメラ作り」

12月11日(水) 10時30分～11時30分

四角い木片が素敵なカメラに！！
「ハイ ポーズ」カメラマンになれちゃうね♪

＜参加費＞ ５０円
＜定 員＞ ２０組(先着順)

申し込み受付中

ちびっこ
12月18日(水) 10時45分～11時15分

おはなしのへや
『メリークリスマス』がテーマです。
折り紙のミニ・リースをかざって、ブラックシアターでジングルベルを
うたいましょう！赤ちゃんもぜひ来てね。

おたんじょうかい 12月13日(金) 11時～11時30分
☆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！

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
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みんなであそぼう 9時～11時30分（自由参加）
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。

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。

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 HP アドレス：
https://sakuraroyo.shiteikanri-sakura.jp/
ぜひ御覧ください。

10：45～11：15
ちびっこ
おはなしのへや

10：30～11：30
・えくぼちゃんタイム
「おしゃべりカフェ」
・手型足型アートで
クリスマス飾り

11：00～11：30
おたんじょうかい

10：30～11：30
にこフレ
（カメラ作り）

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

みんなであそぼう
「自由あそび」

10：30～11：30
・えくぼちゃん自由広場
・みんなであそぼう

9：30～11：30
よちよちランド

10：30～11：30
クリスマス会

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
「パラバルーンであそぼう」

10：30～11：30
歯のはなし

休館日

休館日休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

お知らせ
新年は1月4日(土）から開館となります。よろしくお願いいたします。
皆様おすこやかに新春をお迎えください。

親子で運動あそび
1月15日(水)

10時～10時45分（首がすわったお子様～）

10時45分～11時30分（しっかり歩けるようになった
お子様～）

＜参加費＞ 無料
＜持ち物＞ 水筒
＜講 師＞ タカハシ ダイスケ先生

各20組（先着順）
申し込み受付：12月11日（水）～

乳幼児
親子向け

乳幼児
親子向け

えくぼちゃんタイムの「おしゃべりカフェ」
10時30分～11時30分

＜参加費＞ 100円（当日）
＜定 員＞ 16組 （先着順） 申し込み受付中

ママと赤ちゃんの
お楽しみ会♪

フェスのチャレンジコーナーでみんなで
一つづつお花をつけて素敵な作品が
できました！玄関の壁に飾りました♪

10：30～11：30
・えくぼちゃんタイム
・手型足型アートで
クリスマス飾り

10：30～11：30
・えくぼちゃん自由広場
・みんなであそぼう

♪クリスマスをたのしみましょう♪
「手型 足型アートでクリスマス製作」12月3日(火)・10日(火）9時30分～11時

☆お子様のかわいい手形 足形でサンタさんやトナカイさんのオーナメントを作りましょう

「クリスマス会」 12月12日(木) 10時30分～11時30分

☆クリスマスソングを親子で楽しみましょう♪ サンタさんプレゼント持ってきてくれるかな～？

申し込み受付中

乳幼児
親子向け

場所：ホール

場所：ホール

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


あそびのコーナー

チャレンジコーナー

発表の部

フードコーナー だれとジャンケンしたかな？！みんなで食べておいしかったね♪

何ポイントためられたかな？

エビカニクス楽しくおどったね♬泉八重会の皆さん、すてきでした✿

ＴＡＫさんの腹話術
おもしろかったね！

アンパンマン体操じょうずだったよ☆

お手玉ポイポイ

スカットボール
射的

マグダーツ

フロアカール



月号
と も だ ち

新聞
わくわく館

佐倉老幼の館

〒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

休館日

一人ひとりの力が大きな力に！

ともだちクラブ ☆12月のともだちクラブ活動☆
12月21日(土) 午後1時30分～4時

★ともだちバス遠足についての話し合い。
バスでのレクリエーションについて話し合います。
★お楽しみ会

★冬のチャレンジ★
12/24(火)から新メニューではじまるよ！！

待ちに待った冬休み！今年も残りわずかとなりました。来年の目標は立てましたか？

今年も来年も、寒さに負けず新しいことや、楽しいことをたくさんチャレンジしよう！
楽しいチャレンジが盛りだくさん！来年も、元気に遊びに来てくださいね(^^♪

お知らせ
新年は1月4日(土）から開館となります。よろしくお願いいたします。
皆様おすこやかに新春をお迎えください。

小学生版

小学3年生
～中学生向け

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。

Fes準備の為休館日

クラブ員
募集‼

休館日

休館日

休館日

13：30～15：00
生け花クラブ

休館日休館日

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 HP アドレス：
https://sakuraroyo.shiteikanri-sakura.jp/
ぜひ御覧ください。

13：30～15：30
百人一首クラブ

13：30～16：00
ともだちクラブ

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日休館日 休館日

場所：和室

わくわくフェスの感想
・小さい子が楽しくあそんでくれてうれしかったです。（Ｈ.Ａ）
・小さい子とも遊べたり、自分もけい品をとれて楽しかったです。（Ⅰ.Ｈ）
・小さな子がやりにきてすっごいうまい人がいて、お母さんやお父さんに手伝ってもらって
できてる人がいてよかったです。（Ｆ.Ｓ）

～新メニューその１～
☆なんでもツムツム☆

身のまわりのものをツムツム
いくつ、つめるかな？

～新メニューその２～
☆おはじきとばし☆

何点まとに入れられるかな？

～新メニューその3～
☆卓球大会☆
12月26日

午後２時～4時

ともだちバス遠足
～いざというときのために体験しよう！～

防災体験ツアー本所防災館

2020年 ３月27日(金）
＜集 合＞ 午前8時30分 ＜帰 館＞ 午後3時30分頃
＜行き先＞ 本所防災館（東京都墨田区）
＜対 象＞ 小学2年生以上 ＜定 員＞ 20名
＜参加費＞ 300円 交通費＋おやつ代 ＜内 容＞ 消火体験 暴風雨体験など

新春百人一首大会（百人一首クラブ）

百人一首クラブのお楽しみ会 （場所：和室・ホール）

令和2年1月11日(土) 午後1時30分～3時30分

・大型かるた大会 ・源平合戦 ・福袋抽選会

※当日午後2時～3時の間、ホールで大型かるた大会を行いますので、

自由あそびはできません。ご協力をお願い致します。

14：00～16：00
卓球大会

冬のチャレンジ
スタート

13：30～15：00
クリスマス

フラワーアレンジメント

・消火体験
・けむり体験
・暴風雨体験など
みんなで体験
しておこう！

★クリスマスフラワーアレンジメント★

自分だけのクリスマスフラワーアレンジメントを作ってお部屋に飾ってみませんか？
生け花クラブの先生が教えてくださいます。

[日 時］12月14日（土）午後1時30分～3時 [場 合］佐倉老幼の館 わくわく館 和室
[講 師］日沼 美佐子先生 [対 象］ 小学生以上

[参加費］1,000円 ※当日持ってきてください。 ☆申し込みはしめきりました

小学3年生
～中学生向け

チャレンジコーナー

発表の部

あそびのコーナー

フードコーナー

予告

予告

お手玉ポイポイ

スカットボール射的マグダーツ

フロアカール


