
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

2月 4日 「スキンシップあそび」 ちいさい豆、コロコロ～♪

2月 11日 休館日（建国記念の日）

2月 18日 えくぼちゃんタイムはお休みです。おみせやさんごっこに参加してね～

2月 25日 「絵本あそび] ママのおひざ大～好き～♪
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ともだち わくわく館月号
〒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
6日 絵本とあそぼう「サカナカナ？」
20日 「スキンシップあそび」

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、お友だち作りに来てくださいね！

にこフレおおきくなったね会

3月10日(火) 10時30分～11時30分
4月から幼稚園、保育園に入園するお友だちを
お祝いする会です。
みんなでお祝いしてあげましょう！

※準備の都合上、4月から入園するお友だちは
事前に申込みをして下さい。

申込み受付：2月12日（水）～

「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）
＜定 員＞ 各回1０組(２部制・先着順)

申込み受付中

ちびっこ 2月19日(水) 10時45分～11時15分
おはなしのへや
「今月のテーマは『さむさにまけないよ！』です。
冬ならではの楽しい絵本をみんな楽しみましょう」

おたんじょうかい 2月28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

9：30～11：30
よちよちランド

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

休館日

（1歳未満）
向け

1歳向け

場所：和室

乳幼児親子版

平日は火曜～日曜まで、いつでもお子様と一緒に遊べます。
自由に遊び、情報交換やお友だち作りに来てください！！
季節のあそびや製作など、メニューも盛り沢山です。
詳しい内容は来館、電話でお問い合わせ下さい。
みなさまのご来館お待ちしております♪

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

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

※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。

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 （受付10時～） ※申込み時の登録番号が初日の品物を選ぶ

申込受付：2月4日（火）～2月25日（火） 順番になります。何点でもOK

出品物は、タグをつけて、エコまる当日10時～持参してください。
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 2月28日（金）～3月6日（金） ※月曜日は休館日

エアポリンで
あそぼう

10：30～11：30

のびのびキッズ
集まれ

のびのびキッズあつまれ～！2月7日(金) 10時30分～11時30分

「ゲームあそび」
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。）

Ｒ.２

場所：ホール

おみせやさんごっこ 2月18日（火）10時30分～11時30分
ホールにわくわくフードコートがオープンします。おすしやさん・ファーストフード
ケーキやさん・クレープやさん・アイスやさん・ラーメン＆うどんやさん、
いろんなお店をたのしみましょう！
お店屋さんの店員になりたいお友だちは申し込みをして下さい。（対象2歳6ヵ月～）
※店員さん集合時間 10時20分
当日は、買い物袋を持参して下さい。

乳幼児
親子向け

乳幼児
親子向け

場所：ホール

予告

２歳児
親子向け

乳幼児
親子向け

3月15日（日）10時30分～11時40分 （受付：10時～ 入場：10時20分～）
＜内容＞ ・はらぺこあおむし

・むしむし村のなかまたち
・わくわくメモリー（わくわく館での1年間のスライドショー）

建国記念の日
休館日

10：30～11：30
おみせやさんごっこ

10：30～11：30
春のエコまる
リサイクル①

10：30～11：30
春のエコまる
リサイクル②

乳幼児
親子向け

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）～

10：30～11：30
歯の話

10：30～11：30
ママのにこフレタイム
「おしゃべりカフェ」

佐倉老幼の館

場所：ホール

場所：ホール

場所：ホール

場所：ホール

場所：ホール

場所：ホール

場所：ホール

場所：和室

場所：ホール

10：30～11：30

えくぼちゃんタイム

10：30～11：30

えくぼちゃんタイム

9：30～11：30
よちよちランド

おみせやさん
グッズ作り

おみせやさん
グッズ作り

天皇誕生日
開館日

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


ともだち月号

Ｒ.２

新聞

小学生版

わくわく館

佐倉ろうようの館
〒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

２０２０年３月２７日（金）

♪ぼうさい体験バスツアー♪
いざというときのために体験しよう！
けむり体験・暴風雨体験・消火体験など
ともだちクラブ員が考えたバスレクを楽しみながら行きましょう♪
帰りはビンゴ大会で景品ゲット‼

ふりがな ２０１９年度 ともだちバス遠足

・参加児童名 学校名 小学校 年生

・住所 佐倉市 。

・緊急連絡先 （ ） ／携帯 - - （ ）

・保護者名 。

春休み小学生チャレンジ ～つまみ細工にチャレンジ～

お花のクリップ・ストラップ （はじめてさん） 500円

2輪のお花のコーム・パッチンピン（経験者さん） 800円

3月26日（木）①午後1時30分～2時30分（はじめてさん）

②午後2時45分～4時15分（経験者さん）
各回 10名（先着順）

＜場所＞佐倉老幼の館 和室

＜講師＞伊藤 桂子さん ※申し込み受付2月16日（日）～定員になり次第しめきり

一人ひとりの力が大きな力に！ ともだちクラブ ☆2月のクラブ活動☆
～定例会～ 2月22日（土）午後1時～4時

・さくら苑「オレンジカフェ」訪問

・ともだちバス遠足について

☆欠席する場合は、必ず佐倉老幼の館に連絡して下さい。

※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。

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。

オスとメスは？？？に
よってきまるのだ！

あたし、？？？が
ないんだよ。

顔がカラフルなのは、
？？？のためだよん！

大きな口を開け
るのは？？？の
ためだぞ～

じつは、「？？？」と
なきます。

つのは？？？
できているわよ？？？ためにむねを

たたくのさ～

ぼくは、？？？を
かくすことが

できないんだぁ～

わくわく館の中に、１０しゅるいのどうぶつがかくれているよ❕
ともだちをさそって、さがしてみよう！
ぜんぶ見つけてスター★をあつめよう！！

かくれているどうぶつのじこしょうかい！！

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

休館日

休館日

休館日

休館日

建国記念の日
休館日

百人一首クラブ

生け花クラブ

ともだちクラブ

卓球デー

卓球デー

卓球デー

卓球デー

オセロデー

オセロデー

オセロデー

オセロデー

エアホッケーデー

おはじきとばしデーエアホッケーデー

エアホッケーデー

おはじきとばしデー

大なわとび

ツムツムデー

新しいカードゲームがなかま入り♪
みんなはかわいいキャラクターに
どんな名前をつけるかな？

どれだけ多くの名前を

おぼえられるか真剣勝負！

たくさんカードを集めたら
勝ちだよ☆

？？？の部分はわくわく館にきたら、
こたえがわかるよ！

おともだちといっしょに
遊べるじどうかんだよ！
たのしいゲームもあるから
あそびにきてね～♪

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

参加費は当日
持参して下さい。

ふりがな ２０１９年度 春休み小学生チャレンジ ～つまみ細工にチャレンジ～

・参加児童名 学校名 小学校 年生

・住所 佐倉市 。

・連絡先 （ ） ／携帯 - - （ ）

・お花のクリップ・ストラップ 二輪のお花コーム・パッチンピン 〇をつけてください 。

天皇誕生日
開館日

しんけんしょうぶ 


