
つ ゆ あ なつほんばん なつやす む らいかん おお にぎ わら

梅雨が明け、いよいよ夏本番となりました。夏休みに向けてこどもたちの来館が多くなり、賑やかな笑
ごえ ひろ たの すがた み じどうかん ふだん なが りよう ともだち おお あんぜん たの

い声が広がり楽しむ姿が見られます。児童館で普段より長く利用するお友達が多くなるので、安全に楽し
なつやす おも で す おも

く、夏休みの思い出になるように過ごしていきたいと思います。
がつ よ て い

８月の予定
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 ３０ ３１
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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

８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。

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

やま ひ

山の日

おやすみ

かめいどむら

亀戸村

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

たっきゅう

きっず卓球

ぼん

はっぴぃ★盆ダンス

１２：００～午後１：００までの
利用について

・月曜日～土曜日
ランチタイムとして指定した場所で、食事の
みの利用ができます。

・日曜日
閉館時間となりますので利用はできません。
ご理解とご協力をお願いします。



かめいどむら

亀戸村
ど

４日（土） １０：３０～１１：００
ど

１８日（土） 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。

レッツタスケ
か

２８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！

たっきゅう

きっず卓球
げつ

６日（月） １５：００～１６：３０
じどうかん せんせい きほんてき おし

児童館の先生が基本的なルールやラリーなどを教えて
たいかい かいさい よてい

くれます。トーナメント大会も開催予定！

カメ²シネマ

５日・１９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！

がつ かつどうほうこく

７月の活動報告

がつ にち げつ にち ど たなばた

７月２日（月）～７日（土）の、七夕をたの
はばひろ ねんだい ひと

しもうのイベントでは、幅広い年代の人たちが
たなばたかざ たんざく ねが ごと か たの

七夕飾りづくりや短冊に願い事を書いて楽しみ
さいしゅうび ささ たんざく さ

ました。最終日には笹いっぱいの短冊が下げら
かんない ねが ごと

れ、館内には願い事を
よ あ

読み上げるこどもたち
こえ ひび

の声が響きわたってい

ました。

かね たいせつ な こま も じぶん も もの

・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。自分の持ち物は、
じぶん かんり

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・・・

ぼん

はっぴぃ★盆ダンス
ど

２５日（土） ごご４：００～５：００
たいしょう りよう しゃ ぜんいん

対象：利用者全員

かいかんび

開館日の
にちようび

なつ おも で かんない ぼんおど

夏の思い出に館内のみんなで盆踊りをし
もり あ ふくしかいかん りようしゃ

て盛り上がろう！！福祉会館の利用者さ
いっしょ おど

んも一緒に踊ってくれます。
つめ ようい

冷た～いアイスを用意してまってるよ。

おともだちをさそってきてね！

しどういん こうりゅう しぜん えいご

ネイティブ指導員と交流し、自然に英語にも
ふ あ かつどう おこな

触れ合いながら活動を行いました。おともだち
かあ かいわ たの

もお母さんもたくさん会話を楽しんでいました
なか せっきょくてき えいご

こどもたちの中には、積極的に英語をつかって
あいさつ

挨拶をしたり、コミュニ

ケーションとろうとする

おともだもいました。

たなばた

『七夕をたのしもう』
しどういん あそ

『ネイティブ指導員と遊ぼう！』
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