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亀戸第二児童館だより
がつ ごう

１１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！
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だいにんき あそ ふくしかいかん ごうどう さんか

おやすみ

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。

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

（～２２日）

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。

あき ふか すず からだ うご じどうかん

きんろうかんしゃ ひ

勤労感謝の日

おやすみ

ぶんか ひ

文化の日

おやすみ

レッツタスケ

たっきゅう

きっず卓球

わなげをしよう

秋が深まり、涼しくなって体を動かしやすくなりましたね♪児童館ではバスケットボールやタスケな

どみんなに大人気の遊びができます！福祉会館との合同イベントもあるのでぜひ参加してみてね♪
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・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。
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しゅうかいしつ おくじょう じゅしせい ながぐつ 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

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

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

タスケです！みんなで汗を流そう！

しどういん あそ

ネイティブ指導員と遊ぼう
か

１２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ます。
えいご おし かいわ

英語を教えてもらったり、会話をしたり
してみよう！

つくってみよう！
すい きん

２０日（水）～２２日（金）
１１：１５～１１：５０

ごご ２：００～４：００
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 ねんど す え か

します。今月は粘土に好きな絵を描いて、
はんしゃ つ

キラキラな反射シール付きキーホルダーを
つく

作ります！

たっきゅう

きっず卓球
すい

１３日（水） ごご ３：００～４：００
しょしんしゃ ともだち じどうかん せんせい きほんてき おし

初心者のお友達に児童館の先生が基本的なルールやラリーなどを教えてくれます。ラリー
たいかい かいさいよてい ゆうしょうしゃ きねんしゃしん

ができるようになってきたらトーナメント大会も開催予定！優勝者には記念写真とトロフィー
ぞうてい さんか

の贈呈。みんなの参加おまちしてます！

わなげをしよう！
にち すい

２７日（水） ごご３：００～３：３０
かめいど ふくしかいかん いっしょ

亀戸福祉会館のみなさんと一緒にわなげをし
ふくし かいかん じょうず

よう。福祉会館のみなさんはとっても上手で
い

す。それよりもたくさん入れられるかな？
ふくし かいかん わしつ だい おこな

福祉会館の和室（大）で行います。
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