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季節的には春になる２月ですが、昔から「東京は２月が１番寒い」と言われています。そんな厳しい寒

さを吹き飛ばすべく、熱い思いで今月も活動していきたいと思います！

がつ よてい

２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

２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

きせつてき はる がつ むかし とうきょう がつ ばん さむ い きび さむ

ご ご へいかん

午後６：００閉館

ふ と あつ おも こんげつ かつどう おも

おやすみ

けんこくきねん ひ

建国記念の日
おやすみ

しどういん

ネイティブ指導員と
あそ

遊ぼう

レッツタスケ

クッキング
パーティー

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。

しどういん せんせい えいご おし

ネイティブ指導員の先生に英語を教え
てもらったり、かいわをしてみよう。



きっず卓球
すい

２７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
おし しあい おこな

を教えてくれます。試合も行います。

・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！
すい きん

２０日（水）～２２日（金）
ごご２：００～４：００

つか う

ストローを使って、ボールが浮くおもちゃを
つく

作ります。

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

かつどうほうこく

１月の活動報告
わ かめに

「和カフェ亀二」

１月１９日（土）

わ かめに しょうがくせいこうがくねん ともだち

和カフェ亀二のイベントでは、小学生高学年のお友達と、
こうこうせい てつだ

高校生がボランティアとしてお手伝いをしてくれました。
ふくしかいかん りよう

おいし～いおしるこをみんなにふるまい、福祉会館の利用
しゃ おお さんか こうりゅう ふか たの

者さんも多く参加し、交流を深め楽しみました。

レッツタスケ
か

５日、１９日（火）
ごご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
あせ なが

タスケで汗を流そう！

じどうかん

バレンタインのチョコレートづくりを児童館の
しょくいん ふくしかいかん りようしゃ つく

職員さん、福祉会館の利用者さんと作ってみん
かし

なでお菓子パーティーをしよう！

クッキングパーティー
～チョコレートを作ろう～

城東地区児童館

連合卓球大会参加者大募集！
ばしょ ひがしすな

・場所 東砂スポーツセンター
にちじ がつ にち ど

・日時 ３月１６日（土） ９：３０～１６：００
たいしょう しょうがくせい ちゅうがくせい

・対象 小学生・中学生
かめいどだいにじどうかん だいひょう さんか ま

亀戸第二児童館の代表として参加お待ちしてます♪

かめいどむら

亀戸村
ど

２３日（土） ごご３：３０～４：００
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。

すい

１３日（水） ごご３：３０～４：３０
たいしょう しょうがくせいいじょう

対象：小学生以上
ていいん めい むりょう

定員：１５名（無料）
がつ にち きん じどうかん うけつけ ぼしゅう

１月２５日（金）～児童館受付で募集！
ていいん たっ しだい うけつけ しゅうりょう

定員に達し次第受付終了

たっきゅう

じょうとうちくじどうかん

れんごうたっきゅうたいかい さんかしゃだいぼしゅう
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