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江東区こどもの虐待ホットライン

☎3646
サ ブ ロ ウ シ ロ ウ

-5481
ゴヨウハイチバン

［相談日］月〜土曜（年末年始(12／29〜1／3)・祝日除く）9：00〜18：00
［夜間・休日の緊急時］警察署☎110 児童相談所全国共通ダイヤル☎189

イチハヤク

※連絡は匿名でも行えます。虐待をK疑ったらP勇気を出してご連絡を

7／24(水)・31(水)、
8／7(水)・14(水)・21(水)

南砂児童館(南砂2-3-17)

季節のひろば☎・℻3649-8507

▢時 7／24(水)・31(水)、8／7(水)・14
(水)・21(水)11：00〜11：30▢人 0〜6
歳各回15人▢費 無料▢内 乳幼児向け
に、てあそび・おはなし・パネルシ

アター・季節にちなんだあそびを親

子で一緒に楽しみます。詳しくはホ

ームページ、おしらせ、または児童

館にお問い合わせください▢申 7／17
(水)から同館窓口で(7／18(木)以降

は電話申込可)

7／25(木)・26(金) 辰巳児童館

(辰巳1-1-36)スポーツタイム

｢辰巳児童館ウォーターフェス｣

☎3521-3261、℻3521-3262

▢時 ①7／25(木)13：30〜14：30②7／26
(金)10：30〜11：15※両日とも雨天中

止▢人 ①小学生以上50人(申込順)②
1歳〜就学前の幼児と保護者▢費 無

料▢内 暑い夏はみんなで水遊び！水
鉄砲や水風船でズブ濡れになって遊

びませんか！日時によって参加対象

が異なります。詳細はお問い合わせ

ください▢申 ①7／17(水)から同館に
電話または窓口で②当日直接会場へ

7／26(金) 豊洲児童館

(豊洲4-10-4-111)豊洲児童館

夏まつり☎・℻3531-2079

▢時 7／26(金)①ちびっこ夏まつり

10：30〜11：30②夏まつり13：30〜15：

30▢人 ①1人で歩ける幼児親子150人
②小学生以上350人(いずれも申込

順)▢費 無料▢内 今年もやります！

ゲームや工作をしてみんなで夏休み

を楽しもう！▢申 7／17(水)から同館
窓口でチケット配付

7／26(金) 亀戸第二児童館

(亀戸1-24-6)夏休みえんにち

☎3685-8098、℻3683-4851

▢時 7／26(金)13：00〜16：30 ▢人 1歳

〜中学生・高校生世代200人(申込順)

▢費 無料▢内 大好評の風船だらけの
｢かめ2ルーム｣をはじめ、ゲームや

工作などの遊びが盛りだくさん！亀

二のえんにちで暑い夏を楽しもう！

みんなで遊びにきてね！ ▢申 7／16

(火)から同館窓口でチケット配付

7／26(金) 千田児童館

(千田21-18)おばけやしき

☎3647-0108、℻3647-0109

▢時 7／26(金)10：00〜12：00、13：30

〜15：30▢人 0歳〜中学生・高校生世
代400人(申込順) ▢費 無料▢内 毎年

違った内容で大人気のおばけやしき。

暑い夏もおばけと一緒ならへっちゃ

らさ！▢申 7／22(月)から同館窓口で
チケット配付(当日もチケット配布)

※団体での参加はご連絡ください。

7／31(水) 森下児童館

(森下3-14-6)夏まつり

☎3635-1535、℻3631-7025

▢時 7／31(水)10：00〜11：00、11：15

〜12：15、13：30〜14：30、14：45〜15：

45▢人 2歳〜中学生・高校生世代各

回100人(申込順) ▢費 無料▢内 夏の

暑い一日、森下児童館の｢夏まつり｣

で盛り上がろう！▢申 7／17(水)から
同館窓口でチケット配付

8／1(木)・2(金) 東砂第二児童館

(東砂2-13-13)じどうかんなつま

つり〜おばけやしきもあるよ〜

☎3646-1814、℻3699-7006

▢時 8／1(木)10：30〜12：00、13：30〜
15：00、8／2(金)10：30〜12：00 ▢人 0

歳〜中学生・高校生世代400人(申込

順)▢費 無料▢内 おばけやしきと言

えば真っ暗な中を進むけれど、東砂

第二児童館のおばけやしきは、幼児

さんなら明るい中で安心！きっとお

ばけもやさしいよ！そのほかたのし

い縁日もあります。お待ちしていま

す！▢申 7／17(水)から同館窓口でチ
ケット配付

8／1(木)・2(金) 小名木川児童館

(北砂5-20-5-101)おばけやしき

☎・℻3640-1941

▢時 8／1(木)・2(金)10：00〜10：50、
11：00〜11：50、13：30〜14：20、14：30

〜15：20▢人 0歳〜中学生・高校生世
代各回80人(申込順)▢費 無料▢内 お
ばけやしきで暑い夏を涼しく過ごそ

う▢申 7／17(水)から同館窓口でチケ
ット配付

8／1(木)・2(金)・3(土)

塩浜児童館(塩浜2-5-20)

藍染めでオリジナルバッグ作り

☎3647-3902、℻3647-1941

▢時 8／1(木)・2(金)14：00〜16：00、
8／3(土)10：00〜12：00 ▢人 小学生以

上各回8人(申込順)▢費 無料▢内 藍

染めの絞り染めを簡単に楽しく体験

しましょう！▢申 7／17(水)から同館
窓口で

8／1(木)・2(金)・3(土)

亀戸児童館(亀戸2-1-19)

エコバッグを作ろう

☎・℻3685-5944

▢時 8／1(木)・2(金)・3(土)14：00〜
15：00▢人 どなたでも各回20人 ▢費
無料▢内 世界にひとつだけのエコバ
ッグを作りましょう！▢申 当日直接
会場へ

8／2(金) 古石場児童館

(古石場1-11-1)ミニ縁日

☎・℻3641-9532

▢時 8／2(金)①乳幼児親子10：30〜

11：30②小学生以上13：30〜14：30

▢人 0歳〜中学生・高校生世代160人
(申込順)▢費 無料▢内 幼児の回と小
学生以上の回にわけて、1日2回行い

ます。ゲームや工作のお店がオープ

ンします。お友達をさそって来てく

ださい▢申 当日直接会場へ

8／2(金) 東砂児童館

(東砂7-15-3)おばけゆうえんち

☎・℻3646-0462

▢時 8／2(金)①13：30〜15：00②15：00
〜16：00(最終受付15：45) ▢人 1歳〜

中学生・高校生世代500人(申込順)

▢費 無料▢内 おばけやしきや、えん
にちコーナーがあり、ゆうえんちの

ように楽しめるおまつりです！幼児

から高校生世代までワクワクするコ

ーナーを用意しています。ぜひ、遊

びに来てください！▢申 7／17(水)か
ら同館窓口でチケット配付

8／2(金) 大島第二児童館(大

島4-5-1総合区民センター5階)

おばけランド

☎3637-2591、℻3637-2660

▢時 8／2(金)13：30〜16：00(最終受付
15：30)▢人 1歳〜中学生・高校生世

代500人(申込順) ▢費 無料▢内 夏休

みのお楽しみ、おばけやしきふうの

おまつりです！ゲームや工作など幼

児から中学生・高校生世代まで楽し

めるコーナーを用意しています。み

なさんでぜひ遊びに来てください！

▢申 7／17(水)から同館窓口でチケッ
ト配付

8／2(金) 平野児童館

(平野1-2-3)水あそびイベント

☎3643-1903、℻3630-2696

▢時 8／2(金)14：00〜15：00 ▢人 小学

生40人(先着順)▢費 無料▢内 屋上で
みずあそび！水鉄砲や水風船、いろ

いろな水遊びグッズで夏を楽しもう。

ぬれてもいい服できてね[持ち物]着

替え一式・バスタオル※雨天や低気

温の際は中止▢申 当日直接会場へ

8／7(水) 亀戸第三児童館

(亀戸7-39-9)夏休みかめ三クラ

フト☆革工芸☆

☎・℻3636-5341

▢時 8／7(水)14：00〜15：30 ▢人 小中

学生・高校生世代30人▢費 無料▢内
かめ三クラフトの夏休みスペシャ

ル！革でオリジナルパスケース作り

をします。夏休みの自由工作にもぴ

ったり！詳しくは児童館のおしらせ

をご覧ください ▢申 7／24(水)10：00

から同館窓口で受付

8／7(水) 住吉エリア児童館事業

(大島4-5-1大島第二児童館内

仮事務所)工作タイム｢夏だ！

お風呂だ！バスボムを作ろう｣

☎・℻3637-2595

▢時 8／7(水)14：30〜15：30 ▢場 猿江

一丁目アパート集会所(猿江1-11-

22)▢人 小学生12人(申込順) ▢費 無

料▢内 お風呂でブクブク泡が出てく
る、不思議なバスボムを作ります

▢申 7／19(金)から水・金・土曜の14：
00〜16：30に猿江一丁目アパート集

会所で

8／7(水)・8(木)・9(金)

大島児童館(大島7-28-1-104)

手作りルーム夏休みスペシャル

☎・℻3682-9494

▢時 ①8／7(水)②8(木)③9(金)14：00
〜15：30▢人 小学生以上①20人②15

人③20人(申込順)▢費 無料▢内 ①染
物エコバック②紙粘土風鈴③クラフ

ト工作(恐竜またはカブトムシ)を作

ります。どれか1つを選んで申し込

んでね▢申 7／20(土)9：00から同館窓
口で

8／8(木)・9(金) 東陽児童館

(東陽5-16-13)おばけえんにち

☎・℻3647-8190

▢時 8／8(木)①10：30〜12：00②13：30
〜15：30、8／9(金)③10：00〜12：00④

13：30〜15：00 ▢人 0歳〜中学生・高

校生世代①100人②150人③150人④

100人(申込順) ▢費 無料▢内 東陽児

童館にこわくて、かわいいおばけた

ちが大集合！おばけえんにちでおば

けやしきとえんにちをたのしもう！

▢申 7／24(水)から同館窓口でチケッ
ト配付

8／9(金)・10(土)・13(火)・
14(水)・15(木)

東雲児童館(東雲2-4-4-102)

児童館の看板を作ろう

☎・℻3529-1795

▢時 8／9(金)・10(土)・13(火)・14(水)
・15(木)14：00〜15：00▢人 どなたで
も▢費 無料▢内 モザイクタイルを使
って東雲児童館の看板をみんなで作

るよ。期間中何回参加しても大丈夫

です！▢申 当日直接会場へ

あなたの1本のお電話で
救われるこどもがいます




