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学校ではしばらく会えないお友達と児童館で勉強したり遊んだりして過ごしませんか？また色々な

体験もできます。ぜひ参加してね！
がつ よ て い

８月の予定

令和元年７月１９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
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亀戸第二児童館だより
がつ ごう
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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

やま ひ

山の日
おやすみ

くわ み

詳しくはホームページを見てね！

レッツタスケ

かめいどむら

亀戸村

がっこう あ ともだち じどうかん べんきょう あそ す いろいろ

ご ご へいかん

午後６：００閉館

おやすみ

ご ご へいかん

午後６：００閉館

たけづつみずてっぽうづく

竹筒水鉄砲作り

うけつけ

受付８月１日～

ふりかえ きゅうじつ

振替休日
おやすみ

保護者の方へ
・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。

・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。

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
上記時間帯のご利用はできません。ご理解とご協
力をお願い致します。

かみぶくろさくせいきょうしつ

紙袋作成教室

うけつけ

受付７月１９日～

カメ²シネマ
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受付８月１日～
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１９日（月） ごご１：３０～２：３０
ていいん めい うけつけ がつ にち もく

定員：１０名 受付：８月１日（木）～
※児童館受付か電話にて

かめいどむら

亀戸村
ど

３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。

レッツタスケ
か

２７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！

じ どう かん

児童館からの
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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
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あたた きせつ むか がつ がつ あんぜんかくほ
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あ きたく
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２１日（水） ごご２：００～３：００
ていいん めい うけつけ がつ にち もく

定員：１５名 受付：８月１日（木）～
※児童館受付か電話にて

みずべ した かい かた たけつつ つか むかし でん

水辺に親しむ会の方が竹筒を使った昔からの伝
とうてき みずてっぽう つく かた おし つく

統的な水鉄砲の作り方を教えてくれます、作った
あと じぶん みずてっぽう つか みずあそ

後は自分の水鉄砲を使って、水遊びをしよう！
ようふくじょうげ

・ビーチサンダル ・洋服上下
したぎ ぬれ ふく い ふくろ

・下着 ・濡れた服を入れる袋
わす みずあそ さんか

忘れてしまったら水遊びには参加できません。

かみぶくろ さくせい きょうしつ

紙袋作成教室
すい

７日（水） ごご２：００～３：３０
ていいん めい うけつけ がつ にち きん

定員：２０名 受付：７月１９日（金）～
※児童館受付か電話にて

かみぶくろふきゅうけんきゅうかい かた き かみぶくろ

紙袋普及研究会の方が来て、オリジナルの紙袋
さくせい かみ こうさく

を作成します！紙でたのしくレッツ工作！

※紙袋業界のみ配布される新聞に事業の様子を掲載するため
撮影します。掲載は個人が特定しないよう依頼しておりま
す。以上の点を踏まえご参加ください。

やっきょく やくざいし き かお

のぞみ薬局の薬剤師さんたちが来て、いい香り
い つく かた

のする、アロマオイル入りせっけんの作り方を

おしえてくれます♪
てんねん しよう

※せっけんには天然アロマオイルを使用します。
しんぱい ばあい じどうかん れん

アレルギーなどご心配な場合は児童館までご連
らく

絡ください。

カメ²シネマ
にち もく

８日 （木） １０：００～１１：３０
しゅうかいしつ じょうえい じょうきじかん たっきゅう

※集会室での上映のため上記時間は卓球、タスケで
おお

はあそべません。大きなスクリーンで、アニメ
くわ じどうかんない

をみちゃおう!  詳しくは、児童館内のポスター

をみてね！
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はっぴぃ★盆ダンス
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２４日（土） ごご４：００～５：００
なつ おも で かんない ぼんおど も あ

夏の思い出に館内のみんなで盆踊りをして盛り上
さいご

がろう！！最後にはアイスもでるよ！

（３歳～小学生）

（小学生）
（小学生）
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