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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494号

お母さんとお子さんが一緒に、色々な体験をして楽しんでください！

・親子リフレッシュ体操 ・英語であそぼう ・ちびっこバス遠足

・工作 ・リサイクル広場(7月・10月)

・保健師さん・歯科衛生士さんと話そう

その他、季節の行事あそびやお楽しみ会など予定しています。

新年度になりました。

初めて来る方も、今まで来ていた方も、

新たに登録をお願いします。

志津児童センター

上志津学童保育所

毎週木曜日はちびっこ＆赤ちゃん広場で楽しく

過ごしましょう。ぜひ、遊びに来てください！

毎週火・金曜日 10:00～11:45

0歳～就学前の乳幼児綾子

9日(火) ちびっこ広場開始

16日(火)～19日(金)

こいのぼり制作 手形や足形でこいのぼりを作ります。

18日(木) おはなし会 11:15～

26日(金) お誕生会 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。

10日 赤ちゃん広場開始

ぴよぴよ計測 身長・体重がはかれます。

計測カードを用意してお待ちしてます。

17日 わらべうた （各回10組 当日申込み）

①10:30～ （まだハイハイしないお子さん）

②11:00～ （ハイハイやよちよち歩きのお子さん）

※内容が少し変わってきます。

24日 お誕生会

1才のお誕生日をみんなでお祝いしよう♪

誕生月のお子さんには、手形か足形をプレゼントします。

18日（木）ホールにて

11:15～

「たまごのあかちゃん」

「いないいない ばあ」

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。

１8日(木) 午後１:30～

プラレールに電池がはいるよ！

線路を長くつないで楽しもう♪

プラレールであそぼう！

12時～1時まで、集会室

をランチルームとして開

放しています。

ぜひ、ご利用ください。

行事などにより、利用で

きない日もあります。

<おしらせ>

27日(土)午後3:30～

4:20は「体をつかって

あそぼう」のため、ホー

ルで遊べません。集会室

と図書室の利用のみとな

ります。

ご協力をお願いいたしま

す。

２０１９.
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季節のお花にふれてみませんか！

はじめての人、大歓迎です。

日 時：5/１2(日) ・6/2(日) ・7/7(日)・9/1(日)

10/19(土)(展覧会）

全5回 午前１０時～１１時 ３０分

対 象：小学１年生～６年生

定 員：14名 （先着順）

費 用：１回 700円（お花代） 最終回（1,000円）

申込み：4月2日(火）～

初回のお花代を添えて本人または保護者が来館にて！

志津児童センターの子どもボラン

ティアグループです。

１年間を通して、センター行事の

お手伝いや、ボランティアとして

の活動を行っています。

活動日：月１～２回程度

対 象：小学３年生以上

＜4月の活動日＞

定例会

13日（土） 集会室

午後1:30～3:00

※ 新年度になりました。

はじめてくる人も、今まできていた人も、

新たに登録をおねがいします。

NHk「ダーウィンが来た」（日曜の夜7:30～）でも活躍中の

プロナチュラリスト 佐々木 洋先生

日 時：５月１1日（土）

午前10時～午後3時 現地にて集合・解散

場 所：晴天・・・佐倉城址公園

雨天・・・市民プラザ3F ３１０会議室

対 象：小学1年生～中学生 および保護者

＊1年生の参加については保護者同伴です。

定 員：４０名 先着順 (定員になり次第、締め切ります。)

参加費：３００円 （写真代他） ＊保護者の方は無料です

申込み：４月２日(火)～

参加費を添えて、本人または保護者が来館にて！

志津児童センター

手形や足形でこいのぼりを作ります。

＊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。

誕生月のお子さんには、手形か足形をプレゼントします。

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☆

「チャレンジミッケ」

9日(火)～26日(金)
ミッションカードをクリアしよう！

☆プレミアムレゴウィーク☆

23日(火)～26日(金)

午後3:30～4:30

いろいろなあそびを用意してみんなが

来るのをまってるよ！

フレンドリークラブ いご・しょうぎ教室

申込み受付中！

直接来館してね

生きものたんけん隊！

たのしく生け花

申込み開始！

プレミアムレゴウィーク

1４日(日)・28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

本のすきな子 あつまれ～！

図書クラブ員 募集

くわしくは、5月号にて．．．

１５分交代でできます。

申込み用紙に、なまえ

・学年・ラケットナン

バーを記入してからあ

そぼう！

「体をつかってあそぼう」

のため、27日(土)3:00～

4:20まで卓球はおやすみ

です。

15：30～16：20まで

他のあそびは

おやすみです。

２０１９.


