
日
１

みんなの体育室

おはなしかい ３：００

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
みんなの

体育室
９：００～ ４：００

11:45 バドミントン ４：３０ なんでもできるもん！ ４：３０ ドッジボール ４：３０ いちりんしゃ ４：３０ なんでもできるもん！ ４：３０ おはなしかい ３：００

９ １０ １１ １２ １３ １４
みんなの みんなの体育室

体育室 ぬりえコンテスト ２：３０
９：００～ わ～るどたいむ ３：３０

11:45 しゅげいのじかん ２：００

バドミントン ４：３０ なんでもできるもん！ ４：３０ ドッジボール ４：３０ いちりんしゃ ４：３０ なんでもできるもん！ ４：３０ おはなしかい ３：００

１６ １７ １９ ２０ ２１ ２２
みんなの りすちゃんあそぼう 　１０：３０

体育室
９：００～ 入学・進級お祝い会 ４：００

11:45 バドミントン ４：３０ なんでもできるもん！ ４：３０ ３：００ なんでもできるもん！ ４：３０ (工作会） ３：００

ドッジボール ４：３０

23     30 ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９
みんなの りすちゃんあそぼう 　１０：３０

体育室
９：００～ てづくりらんど ２：３０ ３：３０

11:45 バドミントン ４：３０ なんでもできるもん！ ４：３０ ドッジボール ４：３０ いちりんしゃ(検定） ４：３０ なんでもできるもん！ ４：３０

１０：３０

うさぎちゃんあそぼう

１０：３０

うさぎちゃんあそぼう

館内
か ん な い

整理日
せ い り び

18

チャイルドタイム

としょしつ ・ じどうしつ

おんがくしつであそぼう
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月 火 水

９：００～１１：４５９：３０～１１：４５

９：００～１１：４５

みんなの体育室

子ども読書の日おはなしかい

９：００～１１：４５

昭和
し ょ う わ

の日
ひ

みんなの体育室

おんがくしつであそぼう

おやすみ

９：３０～１１：４５

チャイルドタイム

ひよこちゃんあそぼう１０：３０

１５

おんがくしつであそぼう

金木 土

９：００～１１：４５

みんなの体育室

９：００～１１：４５

開館時間
児童室 図書室
＊月～土 午前９時～午後７時 ＊月～土 午前９時～午後８時
＊日祝日 午前９時～午後５時 ＊日祝日 午前９時～午後５時
[休 館 日] 第３木曜日 ・年末年始（12月29日～ 1月4日）

図書室は特別整理期間
児童室の年末年始（12月29日～１月3日）

梅若橋コミュニティ会館ホームページ

http:// sumida-umecomi.net

指定管理者 梅若橋あすのすみだ

梅若橋コミュニティ会館は児童室・図書室があります。

児童室は幼児から高校生まで利用できる楽しい遊び場です。

初めての子も、ひとりでも、遊びに来てください！

＊乳幼児と保護者は遊戯室も利用できます。



19 日(水)ごご３:００～4:００ たいいく室 

新しいスタートをみんなでお祝いしよう♪ 

図書室･児童室からおしらせと、交通安全に 

ついてミニゲームや クイズで楽しもう！ 

＊小･中学生（運動
うんどう

靴
ぐつ

をはいてきてね！）  

 

 

 

 

  

１２日(水)ごご３:３０ おんがく室 (小学生) 

英語･工作･ゲーム･などいろいろなことで楽しむ 

じかんです   ☆いっしょにあそぼう！ 

７日・２１日(金) 歌とバンブーダンス 

        ごご ４:００～ 

２８日(金) カラオケ   

ごご ３:３０～  

＊幼・小・中学生  おんがく室 

 

＊「子ども読書の日特別おはなしかい」 

22 日(土)ごご 3:00～ 1Ｆ図書室児童コーナー 

おはなし会と工作会(自分だけのケーキをつくろう！) 

＊「じどうおたのしみぶくろ」 

23 日(日)～ 図書室 

絵本などを 3 冊紙袋に入れて貸出します 

いままで読んだことのない本にであえるかも 

・くわしくはポスターをみてね！ 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 「ドールハウスを作ろう(全 3 回) 

日時
に ち じ

：5／20 日(土)･6／17 日(土)･7／8 日(土) 

定員
ていいん

：10 名(小･中学生対象) 

4／10～22 日までに事務室
じ む し つ

に申込みに 

きてね(申込みが多いときは抽選
ちゅうせん

です) 

結果
け っ か

は 4／24 日(月)に事務室
じ む し つ

まえにはりだします 

＊くわしくはポスターをみてね！ 

２６日(水) ごご 2:３０～ グループ室 

「マ･ス･テｄｅデ･コ･レ」 

マスキングテープをつかってオリジナル 

ストラップをつくろう！！ 

  ＊小･中学生 先着３０名 

                                  

                        

す  うめコミ児童室では墨田区在住在勤を優先しています 

 

１２日(水)  

ごご２:３０～グループ室

＊幼児・小・中学生 

＊賞の発表は 

１９日(水)です 

４月のコミュニティ活動 

●お母さんバドミントン １１・１８・２５（火） １０:００～ 

●Ｃ・Ｆ・Ｃ １２・１９・２６（水） ９:４５～ 

●ワン・ツー・エアロ １・８・１５・２２（土） ９:４５～ 

●料理教室 おさんどん           １５（土） ９：00～ 

●大人のハンドメイド １９（水） １０:３０～ 

●サロンうめわか １３・２７（木） １３:３０～ 

●健康マージャンクラブ ４・１１・１８・２５（火） １３:００～ 

C・F・C(コーラス) 料理教室おさんどんは会員募集中です 

（問い合わせ）梅若橋コミュニティ会館 Tel ３６１６－１１０１ 

参加者募集のお知らせ 

  第 1 期 ５/２～７/４（１０回） 

募集期間：4/12(水)～4/21(金)までに 2 階事務室に 

申込んでください 

4/22(土)に結果は掲示します 

＊詳しくはポスターを見てください 


