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今年も残すところわずかとなりました。児童館では、ハンドメイドやフォトスポットなどの

クリスマスらしいイベントを開催します♪令和２年最後の月も、

元気に過ごしましょう！
が つ よ て い

１２月の予定
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おやすみ

おやすみ

児童館の利用時間について

●月曜日～金曜日

≪午後の部≫  ２：００ ～ ６：００

●土曜日・日曜日

≪午前の部≫ １０：００ ～ １２：００
≪午後の部≫    ２：００ ～ ６：００

※小学生は夕焼けチャイムまで（保護者と一緒の場合は除く）
※中学生・高校生世代は、午後７：００まで利用可能。

日曜日は、午後６：００まで利用可能。

・児童館をご利用される場合は、１週間前～前日までの
ご予約をお願いします。（来館または電話で）

・予約は１日１回できます。
・当日定員に達していなければ、午前・午後ともに

利用することができます。

[予約受付時間] ９:００ ～ １７:００

・江東区の児童館は、区内在住・在学・在園の方または

在住者と一緒に来館した区外の方がご利用できます。

・現在、江東区内の児童館のご利用には、登録が必要

です。利用申請書を記入し、提出してください。

※小学生のお友逹は保護者の方の記入が必要です。

・来館時は検温、消毒をお願いしています。

・必ずマスクを着用してください。

・館内の食事やおやつは禁止となっています。

・冷水器のご利用は、できません。飲料水は持参し、

ラウンジで座って飲んでください。

保護者の方へ

新型コロナウイルス感染防止対策の対応について
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ホームページ ツイッター

ぜひチェック
してみてね！

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。
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１２月２９日(火)～１月３日(日)はおやすみです。
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ぬりえ展覧会

掲示期間(～２８日)
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作成期間(～１２日)
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２１日（月） ～ ２５日（金）

ネイティブ指導員の先生と一緒に、

クリスマスゲームをして遊びましょう♪
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図工室
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≪２０人まで≫
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≪６人まで≫

ともだち かんかく

お友達と間隔をあけて、
あそ

遊ぶようにしましょう。

エンジョイ・イングリッシュ
８日（火） ごご ４：００～４：３０

場 所 ： 軽体育室
ば しょ けいたいいくしつ

※卓球で遊べます！

※一輪車、フラフープ

なわとび等ができます！

たっきゅう あそ

いちりんしゃ

など

※各種ボードゲーム

等で遊べます！

かくしゅ

など あそ

※マンガがたくさん

あるよ！予約制
（３０分交代）

クリスマスフォトスポット

ハンドメイド 「ハーバリウムボールペン」

場 所 ： 図工室 各 部 : ８名まで
ば しょ ずこうしつ かく ぶ めい

場 所 ：事務室前
ば しょ じむしつ まえ

２３日（水） ごご ３：００～４：００

場 所 ：集会室
ば しょ しゅうかいしつ

ハーバリウムボールペンを作ります！手軽に

おしゃれなボールペンを作っちゃおう♪

つく てがる

つく

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。トーナメント大会も開催予定！

じどうかん せんせい きほんてき

おし たいかい かいさい よてい

クリスマスの装飾を背景に、写真を撮ろう♪

事務室受付の近くに、撮影場所を用意しています！

そうしょく はいけい しゃしん と

じむしつ うけつけ ちか さつえい ばしょ ようい

・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。

・集会室は、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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１２日（土）

きっず卓球
たっきゅう

開館時間中
かいかん じかん ちゅう

ぬりえ展覧会
てんらんかい

５日（土） ～ １２日（土）作成期間 ：
さくせい きかん

展示期間 ：
てんじ きかん

１４日（月） ～ ２８日（月）
場 所 ：事務室前
ば しょ じむしつ まえ

お題の紙から、自由に想像して、絵

を描いてみよう！人気キャラクターの

ぬりえもあるよ♪作品は、事務室前に

展示するよ♪

だい かみ じゆう そうぞう え

えが にんき

さくひん じむしつまえ

てんじ

前半の部 ごご ３：００～３：３０

後半の部 ごご ３：３０～４：００
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こうはん ぶ
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