
涼しい秋風や気持ち良い秋晴れを肌で感じられる季節となりました。昼と夜で気温差がある季節なの

で引き続き体調管理には気をつけて過ごしましょう！今月は、かめ２ハロウィンがありますよ！

ぜひ遊びに来てください
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10月の予定

令和４年９月２４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

ご ご へいかん

午後６：００閉館

ホームページ
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亀戸第二児童館だより
がつ ごう

１０月号

ツイッター

スポーツの秋！

Jump-jam
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おやすみ
たっきゅう

きっず卓球

かめいどむら

亀戸村

つくってみよう
（～１３日）

●月曜日～土曜日

≪午前の部≫      9：００ ～ １２：０0

≪午後の部≫      1：００ ～ ７：００

●日曜日

≪午前の部≫     ９：００ ～ 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）

児童館の利用時間について

夕焼けチャイムの時間は、
以下の通りです！
（ ４～９月）５：００
（１０～３月）４：３０

新型コロナウイルス
感染防止対策の対応について

・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。

（卓球などスポーツをするとき、屋内屋外問わず体を動

かして遊ぶ場合は、熱中症対策を含め、息苦しさなど

からマスクは外してもかまいません。）

・館内の食事やおやつは禁止となっています。

・飲料水は原則持参して、ラウンジで座って飲んでくだ

さい。なくなった場合は冷水器を使うことができます。

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。
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おやすみ スポーツの日
おやすみ
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「あくま」「ぞうきん」にはあって、

「てんし」「ほうき」にはないもの

なーんだ？

１０月のクイズコーナー

こたえはおたよりを探してね！
さが

こたえ；どうぶつのなまえ

スポーツの秋! Jump-jam

つくってみよう

「オリジナルリングノート作り」

ごご ２：００～４：００
１２日（水）・１３日（木） 場所 ：図工室

５日（水） ごご ３：３０～４：３０
場所：集会室
ばしょ しゅうかいしつ

みんなで楽しく体を動かして遊ぼう！

普段の遊びとはまた違った面白さがあるかも !?

たの からだ うご あそ

ていいん めい

世界に1つだけのオリジナル

リングノートを作ってみよう！

せかい

ばしょ ずこうしつ

ゆうや

・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。

・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。

・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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亀戸村の手入れをするよ🍂手伝ってくれる人は

事務所前に集合してね！！

亀戸村
ごご ３：３０～４：００８日（土）

場所 ： 屋上 (雨天中止)

ばしょ おくじょう うてんちゅうし

しゅうごう

２２日（土） ごご １：００～３：００ 場所 ： ラウンジ、集会室、軽体育室、多目的室（１階）
ばしょ しゅうかいしつ けいたいいくしつ たもくてきしつ かい

福祉会館と合同でハロウィンパーティーを行います！ボールを投げるゲームや、ボウリング、工作など

たくさんのブースがあるので遊びに来てね！

ふくしかいかん ごうどう おこな な こうさく

ていいん めい かくぶ めい

ていいん にち めい

なぐもせんせい づく

きみ ちょうせん ま

定員：１日１５名

がんば しょしんしゃむ

かめいどむら てい てつだ ひと

じむしょまえ

かめ2ハロウィン
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ふだん あそ ちが おもしろ

きっず卓球トーナメント戦だよ！優勝をめざして

頑張ろう！🔰初心者向けの練習部門もあるよ。

君の挑戦を待っています！！

きっず卓球
たっきゅう

たっきゅう せん ゆうしょう

ごご ３：２０～４：２０２６日（水）

場所 ： 集会室
ばしょ しゅうかいしつ

れんしゅうぶもん

あそ き

南雲先生によるブローチ作りのイベントです！

楽しく工作をやってみよう！

ハンドメイド

「ハロウィンブローチ作り」

①ごご２：００～２：４０ ②ごご２：４０～３：２０ ③ごご３：２０～４：００

１９日（水）

場所 ： 図工室
ばしょ ずこうしつ

たの こうさく

定員：１５名（各部５名）

定員：２０名

ていいん めい

定員：１６名

予約や申込み

なしで参加

できるよ！

※ごご１：００～４：００頃まで自由に遊べる場所はありません。
ごろ じゆう あそ ばしょ

よやく もうしこ

さんか
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