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なつやす きかんちゅう ふだん たいけん おこな こ せいちょう

夏休み期間中、わくわくチャレンジやえんにちなど、普段できない体験を行い、子どもたちの成長を
かん しん ふか でき じどう らいかん おも ではなし はなさ すがた

感じたり、親ぼくを深めたりすることが出来ました。児童たちは来館すると、思い出話に花咲かせる姿が
おお じどうかん こども たの かつどう こんご けいかく

多くありました。児童館では子供たちが楽しく活動できるように今後もイベントを計画していきます。
がつ よ て い

９月の予定

平成３０年８月２５日発行

住所：江東区亀戸１－２４ー６
電話：（３６８５）８０９８
運営：株式会社マミー・インターナショナル
<ホームページアドレス>
http://www.mommy-kameido.com

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

９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

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

しゅうぶん ひ

秋分の日

おやすみ

かめいどむら

亀戸村

ご ご へいかん

午後６：００ 閉館

ご ご へいかん

午後６：００ 閉館

たっきゅう

きっず卓球

・秋の全国交通安全週間
９月２１日（金）～３０日（日）

ふりかえきゅうじつ

振替休日

けいろうかんしゃさい

敬老感謝祭
ご ご へいかん

午後６：００ 閉館

レッツタスケ

かめいどむら

亀戸村

かめいどむら

亀戸村

ご ご へいかん

午後６：００ 閉館

おやすみ

かめいどむら

亀戸村

アンケート調査について

今後のより良い運営を検討するため、以下の通り保護
者の方を対象にアンケート調査をすることになりまし
た。お忙しい中大変恐縮ですが、ご協力お願いします。

用紙配布：８月１８日（土）～
回答締め切り：９月１４日（金）
回収方法：館内アンケート回収専用ＢＯＸにお入れく

ださい。

ぼうさいくんれん

防災訓練

こうりゅう

わなげ交流

つくってみよう

カメ²シネマ

カメ²シネマ

カメ²シネマ



かめいどむら

亀戸村
ど

１、８、１５、２２。日（土） １０：３０～１１：００
ど

２９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。時間になったら集合してね。

レッツタスケ
か

４、１８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、児童に大人気のタスケで
あせ なが

汗を流そう！

たっきゅう

きっず卓球
すい

１９日（水） ごご３：００～４：３０
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
にち にち

２・１６、３０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！

かつどうほうこく

活動報告
なつやす

「夏休み
えんにち」

げつ にち ど なつやす

７月２７日（土）の夏休みえんにちでは、
ふうせん

ヨーヨーつりや風船がいっぱいのカメ２
なが

ルームなど、６つのコーナーがあり、長い
れつ だいせいきょう こ じっこう

列ができるなど大盛況でした。子ども実行
いいん じゅんび とうじつ がんば

委員も準備から当日まで頑張ってくれました。

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・・・

けいろうかんしゃさい

敬老感謝祭
げつ

１７日（月） １０：３０～ごご３：００

つくってみよう！
か もく

１１日（火）～１３日（木）
みぢか つか こうさく

身近なものを使って、オリジナル工作を
こんげつ つく

します。今月はモビール作り！

かん

考えてみよう！
しょくいん

「なんで？」「どうして？」を職員さんと
いっしょ かん がつ にちじ

一緒に考えてみよう！９月のテーマや日時は
かんない けいじ がつ げじゅん よてい

館内に提示します！※９月下旬の予定です。

１２：００～午後１：００までの
利用について

・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。

・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。

こうさくたいけん こうさく

１０：３０～１２：００ 工作体験（プラバン工作）
けいろう いわ けいおうぎじゅく だいがく いがくぶ かんげんがくだん

１３：３０～１５：００ 敬老を祝うミニコンサート（慶応義塾大学医学部管弦楽団）

わなげをしよう！
すい

２６日（水） ごご３：００～４：３０
かめいど ふくしかいかん いっしょ はなし

亀戸福祉会館のみなさんと一緒にお話をしながら「わなげ」をしよう～！！
ふくしかいかん かた じょうず ま

福祉会館の方たちはとっても上手です！負けないようにがんばろう！！
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