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３１

少しずつ春の気配を感じる季節となってきました。今年度も最後の月を迎え、この１年で大きくお兄さ

んお姉さんに成長した姿をうれしく感じています♪

がつ よてい

３月の予定

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

３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

すこ はる けはい かん きせつ こんねんど さいご つき むか ねん おお にい

ご ご へいかん

午後６：００閉館

ねえ せいちょう すがた かん

しゅんぶん ひ

春分の日
おやすみ

しどういん

ネイティブ指導員と
あそ

遊ぼう

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。

おやすみ

レッツタスケ

じょうとうちく

城東地区
たっきゅうたいかい

卓球大会

ちゅうこうせい

プレ中高生
かいし

タイム開始
（～３０日まで）

ご ご へいかん

午後６：００閉館

かめいどむら

亀戸村



たっきゅう

きっず卓球
すい

１３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 こんねんど さいご

を教えてくれます。今年度最後のトーナメント
たいかい おこ

大会も行います！

・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
か もく

２６日（火）～２８日（木）
１１：００～１２：００
ごご２：００～４：００

こんねんど さいご こくさく きねん のこ

今年度最後の工作として、記念に残るような
つく

フォトクラフトを作ります♪

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

がつ かつどうほうこく

２月の活動報告

「クッキング
パーティー」

がつ にち すい

２月１３日（水）

しょうがくせい じょし めい

クッキングパーティーのイベントでは、小学生の女子11名
だんし めい さんか かし づく くせん すがた

男子３名の参加がありました。お菓子作りに苦戦する姿も
ししょく

ありましたが、かわいくデコレーションし、試食タイムに
まんめん え た

はニコニコと満面の笑みでみんな食べていました。

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！

ちゅうこうせい

プレ中高生タイム

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

城東地区児童館連合卓球大会に参加について！
ばしょ ひがしすな にちじ ど

・場所 東砂スポーツセンター ・日時 ３月１６日（土） ９：３０～１６：００
かめいどだいにじどうかん だいひょう しゅつじょう おうえん ねが

亀戸第二児童館からも代表メンバーが出場します♪応援よろしくお願いします。

かめいどむら

亀戸村
ど

９・２３日（土） ごご３：３０～４：００
にち たねいも う

９日はじゃがいもの種芋植えを、
にち はる はな う けいかく

２３日は春のお花植えを計画しています。
はたけ しょくぶつ そだ

畑の植物をみんなで育てよう！

にちじ にち げつ にち ど

日時：２５日（月）～３０日（土） ごご５：００～６：００
がつ ちゅうがくせい ねんせい ともだち ちゅうこうせい じかん あそ

４月から中学生になる６年生のお友達！中高生タイムの時間遊べるようになります！
じ いこう じどうかん りよう ともだち かた かえ おそ きょか らいかん

※５時以降も児童館を利用するお友達は、おうちの方に帰りが遅くなる許可をもらってから来館してね！
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