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１２月の予定

令和３年１１月２５日発行
住所：江東区亀戸１－２４－６
電話：０３（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

●月曜日～土曜日
≪午前の部≫ １０：００ ～ １２：００

≪午後の部≫ １：００ ～ ７：００

●日曜日

≪午前の部≫ １０：００ ～ １２：００
≪午後の部≫    １：００ ～ 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）

・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。（来館または電話にて受付）

・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] 午前９:００ ～ 午後７:００

・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。飲料水は持参して、

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

ご ご へいかん

午後６：００閉館

ホームページ

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。

ツイッター

おやすみ

２０２1年も残すところ、あと１か月ほど！ますます気温が下がっていますが、児童館の盛り上がりは

ますますヒートアップ！今月の目玉はクリスマスビンゴ！今年最後の

運試し、チャレンジしてみよう！

ご ご へいかん

午後６：００閉館

おやすみ

メリクリ☆
ビンゴ2021
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１２月２９日(水)～１月３日(月)はおやすみです。
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亀戸第二児童館だより
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１２月号

児童館の利用時間について
午後の開館時間が変わりました！



・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・軽体育室・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。

児童館からの

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

しゅうかいしつ けいたいいくしつ 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

じ ど う か ん

ねが

ホビーコーナー
けいたいいくしつ

軽体育室
ずこうしつ

図工室
おんがくしつ

音楽室
にん

≪１０人まで≫
にん

≪１５人まで≫
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≪各机に４人まで≫

マスクを着け、お友達と間隔をあけて、遊ぶようにしましょう。

※一輪車、フラフープ

なわとびができます！

いちりんしゃ かくしゅ

あそ
※今話題のマンガが

たくさん読めます！
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１２月のクイズコーナー こたえはおたより または 児童館内を探してね！
じどうかんない さが

こたえ：にくまん

ことばのまんなかに『にくまん』

メリクリ☆ビンゴ！２０２１

１１日（土） ごご ２：３０～３：３０

クリスマスならでは、ビンゴ大会だ☆

参加者全員に景品があるぞ！！

場所 ：軽体育室

ぬり絵展覧会 ―かめ２ギャラリーを華やかに―

開館時間中 場所 ： ラウンジ

かめ２ギャラリーに飾るぬり絵を募集するよ！今回から通常のぬり絵「自由部門」が

一新！図形だけが描かれた紙から想像して絵を描く「課題部門」にも挑戦してみよう！
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※卓球で遊べます！
たっきゅう あそ

可愛くデコレーションをして、世界に

一つだけのジェルケースを作ろう♥

かたち

※各種ボードゲームで

遊べます！

いっしん ずけい えが かみ そうぞう え か かだいぶもん ちょうせん

え てんらんかい

ハンドメイド

－ レジンで除菌ジェルケースデコ －

２５日（土） 場所：図工室 ４部制

午前か午後、どちらかを選べます（先着順、各部５名ずつ）

午前 ①１０：２０～１１：００
②１１：１０～１１：５０

午後 ③ ２：２０～ ３：００
④ ３：１０～ ３：５０

・UVレジンを使用します。当日は会場の換気を徹底して

いますが、特有のにおいが室内に残る場合があります。

・レジンアレルギーや、肌の弱い方はご参加いただけない

可能性があります。

・使用物の特性上、未就学児の同伴はご遠慮ください。
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大掃除大作戦
おおそうじだいさくせん

２７日（月） ごご ３：５０～４：２０

来年の開館に向け、館内掃除だ！

職員の手助けをどんどんすべし！！

ご褒美を用意しているぞ！
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まんなかに クマが いる まんじゅうって なあに？ ◀マミーのクマ

「くまみー」さん
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▲この形から、かんがえて

色をぬってみよう！
いろ

（さむい ときに たべると おいしいよ～！）
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