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ご ご へいかん

午後６：００閉館

ホームページ

か め い ど だ い に じ ど う か ん

亀戸第二児童館だより
がつ ごう

１２月号

ツイッター

寒い冬を

吹き飛ばす！

Jump-jam

ご ご へいかん

午後６：００閉館

おやすみ

かめ２ゲーム大会
（～２２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。

おやすみ

ハンドメイド

2022年も残り2か月となりました。皆さんにとっての「今年」はどうでしたか？きっと、去年とはほ

んの少し違うものになっていたと思います。さあ、自分だけの「今年」の思い出、つくりませんか？

ねん のこ げつ みな ことし きょねん

すこ ちが おも じぶん ことし おも で

がつ にち もく がつ か か きゅうかんび

１２月２９日(木)～１月３日(火)は休館日です。



しゅうかいしつ

集会室 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

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。

〇卓球で遊べます！ 〇一輪車、フラフープ

なわとびができます！

たっきゅう あそ いちりんしゃ

〇各種ボードゲーム

等で遊べます！

かくしゅ

など あそ

〇今話題のマンガが

たくさん読めます！

≪ 各部屋の紹介 ≫

〇ピアノがひけます！

※１度に入れるのは

２人までです。

いまわだい

よ

つ ともだち かんかく あそかく へ や しょうかい

寒い冬を吹き飛ばす! Jump-jam

７日（水） ごご ３：３０～４：００

場所：屋上（雨天の場合は集会室）
ばしょ おくじょう うてん ばあい しゅうかいしつ

みんなで楽しく体を動かそう！
たの からだ うご

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

しゅうかいしつ じゅしせい ながぐつ あそ

ひと じどうかん りよう なかよ あそ

じ ど う か ん

ねが

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 あ きたく

定員：各日１５名
ていいん かくじつ めい

さむ ふゆ ふ と ハンドメイド

「レジンでペンケースデコ」

１０日（土）

場所 ： 集会室

定員：２０名

かめ２ゲーム大会

～友達と対戦しよう～

２１日（水）・２２日（木）

ごご ２：００～４：００
ばしょ しゅうかいしつ

ど はい

り

ともだち たいせん

テレビゲーム大会を行います！
たいかい おこな

たいかい

平素より亀戸第二児童館をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、令和５年３月３１日をもって亀戸第二児童館を閉館し、今後、別の施設になることになりました。

これまで、長い間ご利用いただき、本当にありがとうございました。

近隣の子育て施設や遊べる施設で居場所を引き継いでまいりますので、ぜひご利用ください。

【小学生向け】亀戸児童館（亀戸2-1-19 距離500ｍ）

大島第二児童館（大島4-5-1 距離700ｍ）

～亀戸第二児童館閉館のお知らせ～
かめいどだい に じ どうかんへいかん し

へいそ かめいどだいにじどうかん りよう まこと

れいわ ねん がつ にち かめいどだいにじどうかん へいかん こんご べつ しせつ

なが あいだ りよう ほんとう

きんりん こそだ しせつ あそ しせつ いばしょ ひ つ りよう

しょうがくせいむ かめいどじどうかん かめいど きょり

おおじまだいにじどうかん おおじま きょり

亀戸児童館
かめいどじどうかん

大島第二

児童館

おおじまだいに

じどうかん

場所 ： 図工室 ４部制
ばしょ ずこうしつ ぶせい

午前か午後から時間を選べます。

（先着順、各部５名ずつ）

午前 ①１０：００～１０：５０

②１１：００～１１：５０

午後 ③ ２：００～ ２：５０

④ ３：００～ ３：５０

可愛くデコレーションをして、世界に一つだけの

ペンケースを作ろう！

ごぜん ごご じかん えら

せんちゃくじゅん かくぶ めい

ごぜん

ごご

かわい せかい ひと

つく

・UVレジンを使用します。換気を常時行っていますが、においが室内に残る

場合があります。

・レジンアレルギーの方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。

しよう かんき じょうじおこな しつない のこ

かた はだ よわ かた さんか かのうせい

しようぶつ とくせいじょう みしゅうがくじ どうはん えんりょ

ばあい

https://3.bp.blogspot.com/-Xwjr2PGcd3c/VOsXJu69QTI/AAAAAAAAr1g/yDDsJKsK884/s800/school_jidoukan.png

