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令和４年2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

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

まだまだ外は寒いですが、枝の先には新芽が見え、少しずつ春の訪れを感じられる季節になりました。

3月の目玉「クイズラリー」に挑戦してみよう！また、小学6年生は「プレ中高生タイム」として、夕方の

４時半以降に児童館で遊べるようになるよ！

ご ご へいかん

午後６：００閉館

そと さむ えだ さき しんめ み すこ はる おとず かん きせつ

がつ めだま ちょうせん しょうがくねんせい ちゅうこうせい ゆうがた

じはんいこう じどうかん あそ

児童館の利用時間について

おやすみ

しゅんぶん ひ

春分の日

おやすみ

ご ご へいかん

午後６：００閉館

つくってみよう

３月の予定

クイズラリー

たっきゅう

きっず卓球

ずこうしつ じゆうこうさく

図工室 自由工作スタート！

くわしくは裏面を見よう！
うらめん み

プレ中高生タイム
ちゅうこうせい



・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・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
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軽体育室
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図工室
おんがくしつ

音楽室
にん

≪１０人まで≫
にん

≪１０人まで≫
かくつくえ にん

≪各机に２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！

≪６人まで≫
にん

≪ 各部屋の利用人数 ≫

※ピアノが

ひけます！
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集会室
にん

≪２０人まで≫

※卓球で遊べます！
たっきゅう あそ ※各種ボードゲームで

遊べます！

場所 ：集会室
ばしょ しゅうかいしつ

第７回 きっず卓球
たっきゅうだい かい

（小学生のみ。中学生以上の参加希望者は 、５時以降に行います。）

ていいん めい

定員 ： １６名

１６日（水） ごご ３：２０～４：２０

きっず卓球トーナメント戦だよ！

初心者向けの練習部門もあるよ！
しょしんしゃむ

たっきゅう せん

れんしゅうぶもん

つくってみよう

「プラスチックコップアート」

２３日（水）・２４日（木） ごご ２：００～４：００

場所 ：図工室 定員 ： １日１０名程度

プラスチックのコップで工作！

くるくる回して遊んでみよう！！

館内のヒントをたよりに、クロスワードに

挑戦しよう。君にこの謎が解けるか！？

かんない

ちょうせん きみ なぞ と

クイズラリー

２５日（金）・２６日（土） ごご １：００

～４：００

？
場所 ： ラウンジ・図工室

２８日（月）～３１日（木）

ごご ４：３０～６：００

プレ中高生タイム

小学６年生のみんな、中学生になる前の少しの間、

午後4時半以降の児童館利用ができるよ！

※保護者の方の許可をもらってください。

予約は9日（水）～

電話または直接受付

じぶん つく こうさく ざいりょう しろ かみ お がみ

自分で作れる工作の材料や、白い紙、折り紙を
ずこうしつ はいふ

図工室で配布しているよ！（工作キットは１日1種類につき１つまで）

自由工作
じ ゆ う こ う さ く

１日（火）～ 開館時間中
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３月のクイズコーナー

こたえはおたよりをさがしてね！
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日本中に 春を 伝えていく

「せん」って どんな「せん」？

かいかんじかんちゅう

こたえ：さくらぜんせん

ことしは２４日ごろ予想！
よそう

しょうがく ねんせい ちゅうがくせい まえ すこ あいだ

ごご じはん いこう じどうかん りよう

ほごしゃ かた きょか

ちゅうこうせい
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