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〒285-0846 佐倉市上志津1672-7

電話 310-5131/ＦＡＸ460-2200

利用時間：午前9時～午後５時

休館日：月曜日・祝日・年末年始

第485号

志津児童センター

上志津学童保育所

毎週火・金曜日 10:00～11:45

0歳～就学前の乳幼児綾子

16日(木) おはなし会 11:15～

21日(金) 春のお散歩 ～外あそびを楽しもう～

10:30 児童センター出発

11:45 上志津学童 解散

持ち物：水筒、タオル、着替えなど

*児童センターでも遊べます

24日(金) タリア先生の英語であそぼう 11:00～

・歌をうたったり、ゲームをして英語にふれよう

31日(金) 誕生会 5月生まれのお友だちを

みんなでお祝いしよう♬

毎週水曜日 10:00～11:45

0歳児親子 持ち物：バスタオル

＊予約はいりません。お好きな時間にお越しください。

8日 ・ぴよぴよ計測 （身長・体重）

大きくなったかな? 計測カードを用意してお待ちしてます。

15日 ・栄養士さんと話そう （10:00～11:30）

予約なしで参加できます。

気になっている事、相談してみませんか？

22日 ・ママ友をつくろう

ちょっとしたきっかけでお友達ができる！

みんなで広げよう 友だちの輪 !!

29日 ・子育てコンシェルジュ (10:00～11:00）

・誕生会 5月生まれのお友だちをみんなでお祝いしよう♪

・お楽しみランチタイム

サンドイッチやおにぎり等でOK！

お昼のひとときをおしゃべりしませんか

1６日（木）ホールにて

11:15～

「もこ もこもこ」

「どろんこどろんこ」

志津児童センターでは、

ホームページや掲示等の

写真を撮影させていただ

く場合があります。

不都合がある方は、職員

にお知らせください。

ＨＰで行事や申し込み状

況など、最新情報をお知

らせしています。

赤ちゃんハイハイレース
(志津児童センターまつり)

６月１５日(土) 県民の日

午前の部 10:30～11:30 ハイハイレース

午後の部 13:30～16:00 あそびの広場

11:30～13:00は、準備の為閉館いたします。

遊びのコーナー・工作コーナー・食べ物コーナーなど、

お楽しみがいっぱい！

みんなで遊びにきてね♪

詳しくは、６月号をご覧ください。

5月5日(日) こどもの日

スライムづくり
午前10:00～12：00

午後1：00～4：00 （各 先着30名）

＊幼児は保護者と一緒にできます
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（子どもボランティア）

活動日：月１～２回程度

対 象：小学３年生以上

＜5月の活動日＞

18日（土） 集会室

午後1：30～3：00

・定例会

・春のごみ０活動

町のゴミ拾いをします！

志津児童センター

＊予約はいりません。お好きな時間にお越しください。

計測カードを用意してお待ちしてます。

上志津学童保育所

〒285-0846 佐倉市上志津1672-7

電話 310-5131/ＦＡＸ460-2200

利用時間：午前9時～午後５時

休館日：月曜日・祝日・年末年始

志津児童センターでは、

ホームページや掲示等の

写真を撮影させていただ

く場合があります。

不都合がある方は、職員

にお知らせください。

ＨＰで行事や申し込み状

況など、最新情報をお知

らせしています。

チャレンジ
☆わくわくチャレンジ☆

「お手玉投げゲーム」

意外とむずかしいよ！

きみは、何点とれるかな?!

☆プレミアムレゴウィーク☆

21日(火)～24日(金)

午後3:30～4:30

☆自由工作☆ 4:15まで

自由に工作をたのしもう

プレミアムレゴウィークの日は

お休みです

フレンドリークラブ 囲碁・将棋教室

申込み受付中！

直接来館してね プレミアムレゴウィーク

26日(日)  10:00～

場 所：310会議室

対 象：小学生以上

参加費：無料

はじめての人にもわかりやすく

教えてくれます！

図書クラブ

卓 球

「体をつかってあそぼう」のため、

25日(土)3:00～4:20まで卓球は

おやすみです。

６月１５日（土)

ハイハイレースの受付、案内を

してくれる、小学生ボランティア

を募集します。

集 合：10：00

解 散：11：45

申込み：5/25(土)～6/8(土)

電話または来館にて

県民の日を志津児童センターで楽しもう！

6月15日（土） 県民の日

午前の部 10:30～11:30 ハイハイレース

午後の部 13:30～16:00 あそびの広場

あそびのコーナー、工作コーナー、食べ物コーナー

など、おたのしみがいっぱい！

みんなであそびにきてね♪

＊11:30～13:00は、準備のため閉館します。

詳しくは、6月号をみてね！

志津児童センターまつり

こどもスタッフぼしゅう！

本のすきな子あつまれ～！

図書クラブって・・・

・児童センターの本の整理

・たのしい本の紹介

・図書室のかざりつけのお手伝いなど

やってみたいお友達は、先生に声をかけてね！

日 時：5月25日（土）

午後3時30分～4時30分

対 象：小学生以上

持ち物：水筒・タオル・うわばき

なわとび

☆3時30分～4時20分まで、

他の遊びはおやすみです

大なわにチャレンジ!!

あかちゃんすきな子 あつまれ～☺

スライムづくり
午前10:00～12：00

午後1：00～4：00

（各 先着30名）


