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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

ホール入り口に

ストップガードが登場！！

休館日

乳幼児親子版

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。

佐倉老幼の館
Ｒ.２

コンビカーに乗った子…
トコトコ歩いておでかけの子たちが
楽しい電車の様子をながめています。

来館されたら是非、ゆっくりご覧ください♪

新しいおもちゃが仲間入りしましたよ！

海の日
休館日

スポーツの日
休館日

手作りおもちゃ

キャラクターのくちにポトーン！
上手に入るかな？

ツイッターはじめました！

佐倉老幼の館からの情報を発信し
ています。
親子で楽しめる動画や施設の
お知らせなどをアップしています。
ぜひ、フォローしてください♪

@sakura_royo

今月のおすすめ絵本

赤ちゃんが本当に喜んだ絵だけを、
丁寧に探しながら出来上がった絵本です。
ぜひ、ゆったりと楽しんでください。

●「えくぼちゃんタイム」
「よちよちランド」
「ちびっこおはなしのへや」
「おたんじょうかい」
「にこフレタイム」
しばらくの間、お休みです。

●「のびのびキッズ」の開催については
決まり次第お知らせします。
もうしばらくお待ちください。

● 昼食利用はしばらく中止となります。

『おばけ・くしゃみ・はみがき』
きらいな子よっといで！
ふしぎふしぎ、読んでいるうちに
おばけもマスクもハブラシも
だいすきになっちゃうかも？！

「おばけなんてないさ」
「はーくしょい」
「はみがきさん」

ちいさなパンダが、
沢山のお友だちと体操したり
遊具で遊んだり。

見ているだけでふんわり笑顔になる
あたたかな絵です。
ぜひパンダたちをまねっこして、体操
してみてね！

「パンダともだちたいそう」
「ゆらゆらパンダ」

お知らせ

「もいもい」
「うるしー」
「モイモイとキーリー」

今月の利用の仕方

かわいい動物たちと、
たのしい乗り物にくぎづけ！

消毒・換気について 遊具について
・利用時間毎に全館の消毒を行います。
・こまめな換気を行います。

消毒徹底のため、
提供するものを調整させて頂きます。
ご理解ください。

のりものやどうぶつがひも
を通してつながるよ！

◆ひもとおし◆

◆なにいろでるかな？◆
まーるい穴にボールを入れ
たらどこから出てくるかな
～？？

◆あなおとし◆

◇平日◇
9：30～10：30 / 11：00～12：00 / 13：30～14：30

※乳幼児親子のみ 各5組 （予約制）
15；30～16：45 小学生以上10名まで（先着順）

◆土日◆
9：30～10：30 / 11:00～12：00 

※乳幼児親子のみ 各5組 （予約制）
14：00～15：00 / 15：30～16：30

※乳幼児親子 各3組（予約制）・小学生5名まで（先着順）

＊利用時間の15分前から受付を開始します。
＊利用日当日の受付は空きがあれば、順次受付けます
＊入館の際は、検温、手洗い、手指消毒、来館表の記入をお願いします。
＊小学生以上はマスクの着用をお願いします。
＊状況により利用方法が変更になる場合は、ホームページ・ツイッターでお知らせします。

。

7/25（土）の予約は7/22（水）
に受け付けます。



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

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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休館日

休館日

休館日

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。

休館日

≪今月の利用のしかた≫

海の日
休館日

スポーツの日
休館日

工作しょうかい

今月のおすすめ本

・おしりたんてい
～かいとうＶＳたんてい～

・ぼくのニセモノをつくるには

・ミオととなりのマーメイド

①くみあわせパズル
何通りの絵ができるかな？
作ってあそべるパズルです。

②マスクケース
クリアファイルをすきな型に
切ってあっという間に
出来上がり！学校で使えるよ♪

③今日のうんせい
まきものの中をすすんでいくと
別れ道がいくつもでてきます。
どちらかえらんで
ゴールまで行ったらラッキー★

④ミサンガ
ししゅう糸を３本えらんで
作ります。
糸の色には意味があるんだって！
願いをこめながら作りましょう。

⑤えんぴつ立て
シンプル？
カラフル？
グラデーション？
すきな色紙をえらんでね！

たのしい工作ができるよ！

ぼくはある日、ロボットにかわり
をしてもらうことにした。バレな
いようにするには、ロボットはぼ
くそっくりでなくてはならない。
さぁたいへん！できるかな？

人気シリーズ第4弾！
“大泥ぼう”かいとうＵの
かつやくをたのしんでくれたまえ！

うみべの町にすむミオが、あらし
の日にであったのは・・・
うつくしい人魚の女の子でした。
2人のぼうけんがはじまります！

ホールとろう下に人気キャラクターがかくれているよ！！！
よーく見ながらさがしてみよう☆
どんなキャラがかくれているかはおたのしみに♪

たなばた～ささかざり～

7月7日は“たなばた”ですね！！
たんざくに願いをこめて、
かざりましょう♪

各クラブからのおしらせ

※ハンカチ・マスク・水とう・ぼうしを忘れずに持ってきてね！

小学生の利用時間がきまっているよ！
◇平日◇火曜日～金曜日
午後3時30分～午後4時45分 先着10名まで

◆土日◆
午後2時～午後3時
午後3時30分～午後4時30分

※小学生は各時間 先着 5名まで

乳幼児親子も3組まで いっしょに遊びます。
（乳幼児親子は前日の予約制）

※7/25（土）の予約は7/22（水）に受け付けます。
（7/23・24は休館となりますのでご了承ください。）

来館したら、検温、手洗い、

手指消毒、入館カードの

記入をしてね！

密集に気をつけて、工夫して

あそぼう！

百人一首クラブ・生け花クラブ

ともだちクラブの活動は、

当面の間行いません。

開始の時期が決まり次第

お知らせします。

＊状況により利用方法が変更になる場合は、ホームページでお知らせします。

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1591686217/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3Q1Ni5odG1s/RS=%5EADBCHXePQvpRQKV02e0FX799okR6xk-;_ylt=A2RCKwfI4t1ekzIAXiKU3uV7

