
がつ よ て い

７月の予定

つゆ はい あめ おお きせつ しつない たっきゅう いちりんしゃ げんき あそ

梅雨に入り雨が多い季節となりましたが、室内で卓球やタスケ、一輪車などで元気に遊んでいます。
がつ にち か しゅうかいしつ だい かいかめ に はい たっきゅうたいかい おこな たいせん

６月１２日（火）、集会室にて第１回亀２杯きっず卓球大会が行われました。トーナメントの対戦は、どの
しあい はくねつ たいへん も あ さまざま ようい

試合も白熱したゲームとなり、大変盛り上がりました。これからも様々なイベントを用意しています。
たの

楽しみにしていてください。
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か め い ど だ い に じ ど う か ん

亀戸第二児童館だより
がつ ごう

７月号

・初めてご利用される際は、「児童

館利用申請書」を提出していただき

ます。詳しくは、児童館にお問い合

わせください。緊急時や災害時に必

要となります。ご協力をお願いしま

す。

カメ²シネマ
ご ご へいかん

午後６：００ 閉館

かいかんじかん か どようび ごぜん ごご しょうがくせい ゆうや

≪開館時間≫ 火～土曜日 午前９：００～午後７：００ ※小学生は夕焼けチャイムまで
にちようび ごぜん ごご ほごしゃ いっしょ ばあい のぞ

日曜日 午前９：００～午後６：００ （保護者と一緒の場合を除く）
きゅうかんび だい にちようび ひ けいろう ひ のぞ しゅくじつ ねんまつねんつ

≪休館日≫ 第２・４日曜日、こどもの日、敬老の日を除く祝日、年末年始

・行事や日常の様子を記録するため、
写真を撮ることがあります。撮影し
た写真は、館内やホームページに掲
示、掲載することがあります。不都
合がある方はお申しください。

おやすみ

レッツタスケ

保護者の方へ

詳しくはホームページを見てね！

かめいどむら

亀戸村

かめいどむら

亀戸村たなばた

七夕をたのしもう 「ねがいごとをかこう」

海の日

おやすみ

かめいどむら

亀戸村

なつやす

夏休みえんにち
１:００～４：３０

わくわくチャレンジ
たいけん

体験デー

ぎょうじにさんかする
おともだちいがいは
あそべません！

なつやす

夏休みえんにち
もうしこみかいし

申込開始

わくわくチャレンジ
たいけん もうしこみかいし

体験デー申込開始

みず

水かけまつり
３:００～４：００

２７日（金） ごご１：００～４：３０

対象：１歳～未就学児（保護者同伴）・小学生・中学生・高校生世代 ２００人

★７月１５日（日）から児童館受付にて参加チケット（無料）を配布
（なくなり次第受付終了）

※えんにちの準備＆後片付けのため、えんにち以外の利用はできません。
（あかちゃんの駅は利用できます）

※７月２６日（木）の軽体育室は、えんにちの準備のため、使用ができません。
だいぼしゅう

（小学校５年生以上）
うけつけに声をかけてね！

カメ²シネマ
ご ご へいかん

午後６：００ 閉館

カメ²シネマ
ご ご へいかん

午後６：００ 閉館

おやすみ



レッツタスケ
か

７日（火） ごご４：１５～４：４５
しゅうかいしつ ぜんめんつか じどう だいにんき

集会室を全面使った、児童に大人気の
あせ なが

タスケで汗を流そう！

たなばた

七夕をたのしもう！
げつ ど

２日（月）～７日（土）
じどうかん おお ささ たなばた かざ つ

児童館の大きな笹に、七夕の飾り付けをしよう。
たんざく ようい ま

短冊を用意して、待っています！

カメ²シネマ

１日・１５日・２９日 １０：００～１１：３０
おお

大きなスクリーンで、アニメをみちゃおう!  
くわ じどうかんない み

詳しくは、児童館内のポスターを見てね！

かつどうほうこく

活動報告

たっきゅう

『きっず卓球』

がつ にち か だい かいかめ に はい

６月１２日（火）に、第１回亀２杯きっず
たっきゅうたいかい かいさい めい せんしゅ

卓球大会が開催されました。１５名の選手が
ゆうしょう め ざ はじ

優勝を目指しました。ゲームが始まるとラリーが
つづ てんすう あつ たた

続いたり、点数がデュースになったりと、熱い戦
く ひろ も あ

いを繰り広げ、とても盛り上がりました。

かね たいせつ な こま も

・お金や大切なものなど無くなって困るものは、持ってこないようにしましょう。
じぶん も もの じぶん かんり

自分の持ち物は、自分で管理しましょう。
た の つか

・食べたり、飲んだりするときは、ラウンジテーブルを使いましょう。
しゅうかいしつ おくじょう じゅしせい ながぐつ あそ

・集会室や屋上は、樹脂製サンダルや長靴などでは、遊べません。
じどうかん は まも あそ

・トレーディングカードゲームは、児童館に貼ってあるルールを守って遊びましょう。
ひと じどうかん りよう なかよ あそ

・たくさんの人が児童館を利用します。みんなで仲良く遊びましょう。

じ どう かん ねが

・・・児童館からのお願い・・・

かめいどむら

亀戸村

７日・１４日 １０：３０～１１：００
２８日 ごご４：００～ ４：３０

みず か せいび じかん

水まきや花だん整備をします。時間になったら
しゅうごう

集合してね。

みず

水かけまつり
か

３１日（火） ごご３：００～４：００
たいしょう しょうがくせいいじょう

対象：小学生以上

なつ かよう

夏の歌謡コンサート

かいかんび

開館日の
にちようび

かいかんび

開館日の
どようび

たいけん

ど

２１日（土） １０：００～ごご５：００
たい しょう しょうがくせい めい せんちゃくじゅん

対 象 ： 小学生 ３０名 先着順
もうしこ じ どう かん うけ つけ まど ぐち うけ つけ

申込み ： ７月７日（土）～ 児童館受付窓口にて受付をします！
こうさく ちゅうしょくつく なつやす にち いっしょ たの すご

工作や昼食作り、レクリエーションをします！夏休みの１日をみんなと一緒に楽しく過ごそう！

おくじょう みずあそ

屋上で水遊びをします！
き が も

※タオル＆着替えを持ってきてね！
うてん こうてん みずぶそく ばあい ちゅうし

※雨天・荒天または水不足の場合は中止になることがあります。

※お電話での申込みはできません。

※必ず保護者の方が、申込みしてください。

また、お友達分の申し込みはできません。

※途中参加、早帰りはできません。ご了承ください。

当日は、行事に参加するおともだち以外は、
児童館で遊べません。ご了承ください。

にち

２９日（日） ごご３：００～４：３０

にっぽん くらうん しょぞく かしゅ おおかわ

日本CROWN所属プロ歌手 大川かずのりさん

しまかおり かいさい

島香織さんによるコンサートを開催します！

いっしょ うた おうえん

一緒に歌ってみんなで応援しよう！

https://3.bp.blogspot.com/-Xwjr2PGcd3c/VOsXJu69QTI/AAAAAAAAr1g/yDDsJKsK884/s800/school_jidoukan.png

