
朝晩の冷え込みが、冬が近いことを教えてくれますね。１２月はクリスマスにちなんだイベントやクリ

スマス飾り作りをします、またぬりえ展覧会やレッツタスケなど一緒に楽しみましょう♪
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１２月の予定
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亀戸第二児童館だより
がつ ごう

１２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！

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

（～２０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。

あさばん ひ こ ふゆ ちか おし がつ

レッツタスケ ハンドメイド

ご ご へいかん

午後６：００閉館

おやすみおやすみ １２月２９日（日）～１月３日（金）
じどうかん

児童館はおやすみです。

おやすみ
おおそうじ だいさくせん

大掃除大作戦

てんらんかい

ぬりえ展覧会
さくせい きかん

作成期間（～１７日）

クリスマス
フォトスポット

（～２５日）

エンジョイ
イングリッシュ
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ぬりえ展覧会
せいさく さいしゅうび

作成最終日

クリスマス
フォトスポット
さいしゅうび

最終日
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２４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！

か

１０日（火） わ しつ だい

ごご３：１５～３：４５（和室大）
しゅう かい しつ

ごご４：００～４：３０（集会室）
しどういん せんせい

ネイティブ指導員のディヤン先生と、
たの

クリスマスのダンスやゲームで楽しもう！

じ どう かん

児童館からの
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

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
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１８日（水）～２０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、オリジナル工作をします。
こんげつ まつ み ぢか ざいりょう

今月は松ぼっくりや身近にある材料でオーナメ
つく

ント作りをします！

ど

２８日（土） ごご３：５０～４：２０
ねんかん せわ じどうかん みな おおそうじ

１年間お世話になった児童館を皆で大掃除！
かんない しんねん むか じゅんび

館内をきれいにして新年を迎える準備をしよう

さく せい き かん か か

作成期間:３日（火）～１７日（火）
てん じ き かん さく ひん てい しゅつ よく じつ

展示期間:作品提出の翌日 ど

～２８日（土）
だい かみ ふゆ そうぞう か

お題の紙から「冬」のものを想像して描いてみよう
さくひん ねんない かんない けいじ

作品は年内は館内に掲示をします。
らいねん がつ きぼうしゃ

来年１月から希望者にかえします！

・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。

・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。

もく

２６日（木） ごご２：００～３：００
ていいん めい うけつけ もく

定員：２０名 受付：１２月１２日（木）～
しょうがくせい じどうかん うけつけ でんわ

（小学生） ※児童館受付か電話にて
けいと つか らいねん え と

毛糸を使って来年の干支のネズミをモチーフにし
つく

たカレンダーを作ろう！

にち すい

１日（日）～２５日（水）
はいけい お で しゃしん と

クリスマスパネルを背景に思い出の写真を撮り

ましょう！
じむしつまえ せっち たの

パネルは事務室前に設置します。お楽しみに！
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