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だんだんと日が短くなり、秋がゆっくり近づいてきている、そんな季節になりました。児童館に「秋」が

来ても、イベントには「飽き」が来ません！１０月は福祉会館と合同の「ふれあいまつり」を行う予定です！

友達を誘って、ぜひ参加してね！
がつ よ て い

１０月の予定
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亀戸第二児童館だより
がつ ごう

１０月号

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

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

ひ みじか あき ちか きせつ じどうかん あき

おやすみ

ご ご へいかん

午後６：００閉館

たいいく ひ

体育の日
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。

おやすみ

ご ご へいかん

午後６：００閉館

つくってみよう
にち

（～11日）

エンジョイ
イングリッシュ

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。
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即位礼正殿の儀

おやすみ

ふれあいまつり

ふれあいまつり
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チケット配布開始

あんぜんきょうしつ

安全教室



かめいどむら

亀戸村
にち ど

１９日（土）

ごご４：００～４：３０
おくじょう はたけ しょくぶつ かんさつ

屋上の畑で植物を観察しよう！

・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。

・少しずつ日が短くなってきました。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午後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。

安全教室
か すい

２日（水） ごご４：1０～４：３０
がつ ゆうや じかん へんこう

10月から夕焼けチャイムの時間が変更します。
じどうかん あんぜん す

児童館を安全に過ごすために、ルールを

じ どう かん
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ねが

お願い

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
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ひと じどうかん りよう なかよ あそ

すこ ひ みじか がつ がつ あんぜんかくほ

こうとうく ゆうや ごご しょうがくせい ともだち ゆうや

あ きたく

つくってみよう！
か すい にち きん

９日（水）～１１日（金）

ごご２：００～４：００
こんげつ こうさく

今月はハロウィン工作をします。
くわ かんない けいじ み

詳しくは館内の掲示を見てね！

エンジョイ・イングリッシュ
か か

８日（火） ごご３：１５～３：４５
ごご４：００～４：３０

しどういん せんせい

ネイティブ指導員のディアン先生と、
たの

ハロウィンのダンスやゲームで楽しもう！かくにん

あらためて確認しましょう！

とうじつ ちゅうりんじょう たいへんこんざつ

○当日は駐輪場が大変混雑します。
じてんしゃ らいかん えんりょ

できるだけ自転車での来館はご遠慮ください。
とうじつ じゅんび

◎当日は準備のため、９:００～１２:００までは
ずこうしつ にゅうようじしつ りよう

図工室と乳幼児室のみ利用できます。

にち ど

２６日（土） ごご１：００～ごご４：００

♪お楽しみコーナー
・おもちゃすくい ・工作

・フォトスポット ・オセロあそび

いんしょく

♪飲食コーナー
・コロッケ ・ポップコーン

・ジュース

♪スポーツコーナー
・ボッチャ体験

・バスケットボールビンゴ

たの

こうさく

てつだ ひと うけつけ こえ

お手伝いをしたい人は、受付に声をかけてね！

レッツタスケ
にち か

１５日（火）

ごご４：００～４：３０

あんぜん きょうしつ

しゅうかいしつ ぜんめんつか

集会室を全面使ったタスケ！
さんか

うんどうぐつで参加しよう！

せんちゃく めい じどうかん うけつけ はいふ

先着２８０ 名 児童館受付にて配布

おまつりスタッフ大募集！
（小学４年生以上）

だいぼしゅう

はいふ がつ にち ど

チケット配布 １０月１２日（土）～

しょうがく ねんせい いじょう

たいけん
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