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朝晩の冷え込みが、冬が近いことを教えてくれますね。１２月といえばクリスマス！クリスマスにちな

んだイベントやオーナメント作りを児童館で行いますので、一緒に楽しみましょう♪
がつ よてい

１2月の予定
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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

１２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 げつ どようび ごぜん ごご しょうがくせい ゆうや

≪開館時間≫ 月～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 ねんまつねんし

≪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
申し出ください。

おやすみ

保護者の方へ

詳しくはホームページを見てね！

ご ご へいかん

午後６：００閉館

たっきゅう

きっず卓球

レッツタスケ

かめいどむら

亀戸村

つくってみよう

カメ²シネマ

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致します。

あさばん ひ こ ふゆ ちか おし がつ

ご ご へいかん

午後６：００閉館

てんのうたんじょうび

天皇誕生日
おやすみ

づく じどうかん おこな いっしょ たの

レッツタスケ

おやすみ

おやすみ おやすみ

ふりかえきゅうじつ

振替休日
おやすみ

１２月２９日（土）～１月３日（木）
じどうかん

児童館はおやすみです。

クリスマス・
フォトスポット
（１０日～２５日まで）



かめいどむら

亀戸村
ど

２２日（土） １０：３０～１１：００
みず か せいび

水まきや花だん整備をします。
じかん しゅうごう

時間になったら集合してね。

たっきゅう

きっず卓球
すい

２６日（水） ごご ３：００～４：３０
じどうかん せんせい きほんてき

児童館の先生が基本的なルールやラリーなどを
おし しょしんしゃだいかんげい

教えてくれます。初心者大歓迎！トーナメント
たいかい よてい

大会も予定しています。

カメ²シネマ
にち

２日（日） １０：００～１１：５０
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！

・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、自分で管理しましょう。

・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。

・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。

・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。

・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。

・日没が早くなる季節を迎えました。１０月から３月までは、こどもたちの安全確保の

ため、江東区の夕焼けチャイムがごご４:３０になります。小学生のお友達は夕焼け

チャイムに合わせて帰宅しましょう。

じ どう かん

児童館からの
ねが

お願い

つくってみよう！
げつ ど

１７日（月）～２２日（土）
ごご ２：００～４：００

かざ

クリスマスツリーに飾るオーナメントや
つく

クリスマスリースを作ろう♪

かね たいせつ な こま も

じぶん も もの じぶん かんり

た の つか

しゅうかいしつ おくじょう じゅしせい ながくつ あそ

じどうかん は まも あそ

ひと じどうかん りよう なかよ あそ

にちぼつ はや きせつ むか がつ がつ あんぜんかくほ

こうとうく ゆうや しょうがくせい ともだち ゆうや

あ きたく

エンジョイ・イングリッシュ
しどういん せんせい あそ き こんかい

ネイティブ指導員の先生が遊びに来てくれます。今回はクリスマスバージョン！
たの がつ かいさいにちじ かんない けいじ

ミニゲームなどをして楽しもう♪１２月の開催日時は館内に掲示します。

かつどうほうこく

活動報告

「ふれあいまつり」
がつ にち

１０月２７日に「ふれあいまつり」を
おこな いんしょく たの

行いました。飲食コーナーやお楽しみ
も

コーナー、オリパラコーナーなど、盛り
ないよう かく ぎょうれつ

だくさんの内容で、各ブースには行列が
だいせいきょう

できるほど大盛況でした。

レッツタスケ
か

４、１８日（火） ４：００～４：３０
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、児童に大人気のタスケで
あせ なが

汗を流そう！

クリスマス・フォトスポット
げつ か

１０日（月）～２５日（火）
はいけい おも で しゃしん と

クリスマスパネルを背景に思い出の写真を撮りま
せっち

しょう。パネルはロビーラウンジに設置します。
ともだち かぞく

お友達や家族と「はい、メリークリスマス♪」
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