
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

1月 7日 「サイコロトーク」 お正月のいろんな話聞かせてね！

1月 14日 「育児相談デー」場所：ホール 栄養士なんでも相談。

1月 21日 「絵本あそび」 赤ちゃんとママのリラックスタイム。

1月 28日 「パラバルーンあそび」 フワフワの雲の上であそぼう。
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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・５木曜日 9時30分～11時30分
よちよちランド
16日 お正月あそび
30日 絵本と遊ぼう！「だるまさんの」

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、ままごとなど、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。

歯のはなし～第3回～ 2月14日（金）10時30分～11時30分
テーマ「小さい頃からの悪い癖による歯並びへの影響」

＜ 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！

申込み1月14日（火）～

「親子で運動あそび」
1月15日(水) 10時～11時30分
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）
申し込み受付中

「おしゃべりカフェ」
2月12日(水) 10時30分～11時30分

(集合10時20分）

子育て中の楽しい事も、大変な事も
みんなでおしゃべり！
楽しいひとときを過ごしませんか？

＜参加費＞ １００円(おやつ付き）
当日持参して下さい

＜定 員＞ ２０組(２部制・先着順)
申込み受付：1月１5日(水)～

ちびっこ 1月22日(水) 10時45分～11時15分
おはなしのへや
今月のテーマは『冬を楽しもう！』です。
静かな冬は、おへやで絵本を読むのにぴったりの季節。みんなで楽しみましょう！

おたんじょうかい 1月29日(水) 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

よちよちランド

よちよちランド
「お正月あそび」

10：30～11：30
にこフレ
「運動あそび」

11：00～11：30
おたんじょうかい

10：45～11：15
ちびっこ
おはなしのへや

・えくぼちゃんタイム
・みんなであそぼう

・えくぼちゃんタイム
・「育児相談デー」

休館日

（1歳未満）
向け

（1歳向け）

予告

場所：和室

場所：ホール

乳幼児
親子版

予告

場所：ホール

エアポリンで
あそぼう

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。

親子向け

成人の日
休館日

休館日

休館日

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

元旦
休館日 休館日 休館日

新年は１月４日から開館となります。

※図書室よりお知らせ※
2月1日(土)～3日(月)までの間、図書整理を行う為、本の返却のみとなります。
ご協力よろしくお願いいたします。

予告

場所：ホール

予告
春のエコまるリサイクル 2月26日（水）・2月27日（木）

時 間：10時30分～11時30分

申込受付：2月4日（火）～2月25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。何点でもOK！

☆詳しくは、ともだち新聞2月号でお知らせします。

・えくぼちゃんタイム
・みんなであそぼう

・えくぼちゃんタイム
・みんなであそぼう

お正月あそび
「絵馬づくり」

10：30～11：30

のびのびキッズ
前期・後期あつまれ！

「パラバルーンであそぼう」

エアポリンで
あそぼう

10：30～11：30
みんなであそぼう
「豆まきごっこ」

お正月あそび
「絵馬づくり」

お正月あそび
「絵馬づくり」

場所：和室

のびのびキッズ 前期・後期あつまれ～
「パラバルーンであそぼう」

1月17日(金) 10時30分～11時30分
のびのびキッズ前期・後期に参加したお友だちあつまれ～！！
みんなで楽しい時間を過ごしましょう。（対象以外のお友だちも一緒に参加できます。）
和室で、閉所式で上映したスライドショーを再上映します。（10時30分～）

２歳児
親子向け

場所：ホール

12月12日(木）クリスマス会がありました♪
サンタさん、トナカイさんが来てくれて、みんなびっくりしましたね！ステキな記念になりました☆

Ｒ.２

あけましておめでとうございます

場所：ホール

場所：ホール

場所：ホール
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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

一人ひとりの力が大きな力に！

ともだちクラブ ☆1月のクラブ活動☆

～定例会～ 1月18日（土）午後1時30分～4時
2月のさくら苑「オレンジカフェ」訪問について話し合いをします。

☆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）

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。
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元旦
休館日 休館日 休館日

休館日

休館日

休館日

新年は１月４日から開館となります。

成人の日
休館日

※図書室よりお知らせ※
2月1日(土)～2月3日(月)までの間、図書整理を行う為、本の返却のみとなります。
ご協力よろしくお願いいたします。

予告

場所：和室
ともだちクラブ （ボランティアクラブ）

活動日：毎月第3土曜日
午後1時30分～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
＜申し込み＞ 2月16日（日）～３月8日（日）

・消火体験
・けむり体験
・暴風雨体験など
みんなで体験
してみよう！

予告

百人一首クラブ

百人一首クラブ
活動日：毎月第1土曜日

午後1時30分～3時30分
対 象：小学生～一般 ※高齢者の方も大歓迎です

（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）

各クラブ募集中！
みんなで楽しく活動しています。
興味のある方はぜひ、

わくわく館に 遊びに来てね♪

百人一首クラブのおたのしみ会～

・大型かるた大会 ・源平合戦 ・福袋抽選会

【クラブ員のみなさん、お友だちをさそって楽しみましょう！】

1月11日（土）午後1時30分～3時30分

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

12月14日（土）すてきな作品を作りました

生け花クラブ

ともだちクラブ

Ｒ.２

あけましておめでとうございます

15：00～16：00
チャレンジ
（大なわとび）

チャレンジ
（オセロ）

チャレンジ
（おはじきとばし）

15：30～16：30
チャレンジ
（ツムツム）

ぼうさいたいけん ほんじょぼうさいかん

～参加者の感想～

・きょねんとちがうのができて、うまくできたので
よかったです。

・ひばとお花のバランスがむずかしかったです。
・今までリースでしたがアレンジメントも楽しく生けること
ができました。クリスマスらしい花で種類もたくさん
あってよかったです。ありがとうございました。


