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暑さも日々増していき、本格的な夏の季節もすぐそこまで来ています。7月はみんなで育てたジャガイ

モの試食会や、夏休みえんにちなど、お楽しみのイベントが盛りだくさん！ぜひ遊びにきてください！

がつ よ て い

７月の予定

令和元年６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>
https://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

７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

くわ み

詳しくはホームページを見てね！
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災害時に備え、NTT災害用伝言サービス「１７１」＆「Web１７１」
にて、避難状況の録音・入力訓練を行います。関心のある方は是非ご確認
ください。

日時：７月１日（月） ※当日１７時～２４時の間、ご確認いただけます。

〈操作方法：電話〉
①「１７１」にダイヤルをかける。
②ガイダンスが流れる。再生する場合…「２」を押す。
③亀戸第二児童館の電話番号を市外局番からダイヤルする。
〈０３－３６８５－８０９８〉

〈操作方法：Web〉
①「https://www.web171.jp」へアクセス。又は「web171」を検索
②亀戸第二児童館の電話番号を市外局番から入力。
③説明に従い、「確認」ボタンを押す。

災害時用伝言サービス訓練について

なつやす

夏休みえんにち
はいふ かいし

チケット配布開始
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２７日（土） ごご４：００～４：３０
おくじょう はたけ みず か せいび

屋上の畑で、水まきや花だんの整備をします。

・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。

・暖かい季節を迎えました。４月から９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５:００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。
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９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、児童に大人気のタスケです。
あせ なが

みんなで汗を流そう！
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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
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ネイティブ指導員と遊ぼう
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９日（火） ごご３：３０～５：００
しどういん せんせい あそ き

ネイティブ指導員の先生が遊びに来てくれます。
えいご おし かいわ

英語を教えてもらったり、会話したりしてみよう！
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６日（土） ごご２：００～３：００
はいふ がつ にち か

チケット配布：６月２５日(火）～
じどうかん うけつけ せんちゃく めい はいふ

児童館受付にて、先着３０名に配布

かめいどむら しゅうかく ししょくかい おこな

亀戸村で収穫したじゃがいもの試食会を行い
む おい

ます！蒸したジャガイモはほくほくで美味しい
た き

よ！チケットをもらって、食べに来てね。

七夕をたのしもう
げつ にち

１日（月）～７日（日） ごご２：００～４：００
じどうかん おお ささ ねが ごと か たんざく

児童館にある大きい笹に、願い事を書いた短冊や、
かざ こうさく さくせい

飾り工作を作成しよう！
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水かけまつり
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２９日（月） ごご３：００～４：００
たいしょう しょうがくせいいじょう

対象：小学生以上
おくじょう みずあそ きが

屋上で水遊びをします！タオルと着替えを
も

持ってきてね！
うてん こうてん みずぶそく ばあい ちゅうし

※雨天・荒天または水不足の場合は中止になる
ことがあります。
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きん

２６日（金） ごご１：００～４：３０
はいふ か せんちゃく めい

チケット配布：１６日（火）～先着200名
じどうかん うけつけ はいふ

○チケットは児童館受付にて配布
しだい うけつけしゅうりょう

（なくなり次第受付終了）
とうじつ じゅんび あとかたづ

○当日はえんにちの準備＆後片付けのため、
りよう へや せいげん

利用できるお部屋に制限があります。
えき りよう

（あかちゃんの駅は利用できます）
とうじつ じてんしゃ らいかん ひか

○当日、自転車での来館はお控えください。
がつ にち もく けいたいいくしつ

○７月２５日（木）の軽体育室は、えんにちの
ぜんじつ じゅんび しよう

前日準備のため、使用ができません。

（小学校４年生以上）
うけつけに こえをかけてね！

たっきゅう

きっず卓球
すい

３１日（水） ごご ３：００～４：００
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
たいかい かいさい よてい

てくれます。トーナメント大会も開催予定！

たなばた

だいぼしゅう しょうがっこう ねんせいいじょう
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