
日
1 2 3 4 5 6 7

みんなの 親と子のリトミック みんなの体育室

体育室
９：００～ おんがくしつであそぼう ４：００

11:45 バドミントン ４：３０ なんでもできるもん ４：３０ ハロウィン運動会 ３：００ いちりんしゃ ４：３０ ドッジボール練習 ４：００ うめコミ歌うんだ村 ５：００

8 9 10 11 12 13 14
みんなの 親と子のリトミック

体育室
９：００～ みんなの体育室 ９：００ ゲームであそぼう ４：３０ てづくりらんど ２：３０ しゅげいのじかん ２：００

11:45 バドミントン ４：００ なんでもできるもん ４：３０ ドッジボール練習 ４：００ いちりんしゃ ４：３０ ドッジボール練習 ４：００

うめコミ歌うんだ村 ５：００

15 16 17 18 19 20
みんなの 親と子のリトミック

体育室
９：００～ うめわか散歩

11:45 ぬりえコンテスト ２：３０ おんがくしつであそぼう ４：００

バドミントン ４：３０ なんでもできるもん ４：３０ わ～るどたいむ ３：３０ ドッジボール練習 ４：００

ドッジボール練習 ４：００

22 23 25 26 27 28
みんなの 親と子のリトミック

体育室
９：００～ わくわくクッキング ２：３０ おんがくしつであそぼう ３：３０

11:45 バドミントン ４：３０ なんでもできるもん ４：３０ ドッジボール練習 ４：００ いちりんしゃ(検定） ４：３０ ドッジボール練習 ４：００

29 30 31
みんなの 親と子のリトミック

体育室
９：００～

11:45 バドミントン ４：３０ なんでもできるもん ４：３０

おはなしかい　　　１１：００

うさぎちゃんあそぼう

金木

チャイルドタイム

チャイルドタイム

ひよこちゃんあそぼう１０：３０

土

９：００～１１：４５

みんなの体育室

９：３０～１１：４５

おはなしかい　　　１１：００

りすちゃんあそぼう　１０：３０

りすちゃんあそぼう　１０：３０

りすちゃんあそぼう　１０：３０

　（おはなし玉手箱）１０:３０

９：３０～１２：００

おはなしかい　　　１１：００

９：００～１１：４５

21

１０：３０～１１：２０ ９：３０～１１：４５

みんなの体育室りすちゃんあそぼう　１０：３０

ひよこちゃんあそぼう１０：３０ おはなしかい　　　１１：００

ひよこちゃんあそぼう１０：３０

９：００～１１：４５

みんなの体育室
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月 火 水

１０：３０１０：３０～１１：２０

うさぎちゃんあそぼう

うさぎちゃんあそぼう

体育
た い い く

の日
ひ

９：００～１１：４５１０：３０

おやすみ

館内
か ん な い

整理日
せ い り び

としょしつ ・ じどうしつ

チャイルドタイム

９：３０～１１：４５１０：３０～１１：２０

24

１０：３０～１１：２０ １０：３０

１０：３０～１１：２０

うさぎちゃんあそぼう

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

<貴重品について＞

梅若橋コミュニティ会館には貴重品をもってこ

ないでください 貴重品については自己責任で

の管理をお願いいたします



キリトリ - ― - ― - ― - ― - ― - ― - ― -― - ― - ― - ― - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一緒に梅若周辺を散歩しませんか？ 

２１日(土) ９:３０～１２:００ 

対象：中学生以上 定員 先着１０名 

申し込みは１日(日)から図書カウンターにて 

詳しくはポスターを見てください！ 

 
◆わくわくクッキング 「おばけのカップケーキ」 

２５日(水) ごご２:３０～  料理室
りょうりしつ

 

[たいしょう] 小・中学生 先着
せんちゃく

20名
めい

 

[さんかひ]   100 円 

[もうしこみ] ４日(水)から申込
もうしこみ

用紙
よ う し

と参加費
さ ん か ひ

を参加
さ ん か

する人が事務室
じ む し つ

まで持
も

ってきてね！ 

１０月のコミュニティ活動 

●お母さんバドミントン ３・１０・１７・２４（火） １０:３０～ 

●Ｃ・Ｆ・Ｃ ４・１１・１８・２５（水） １０:００～ 

●ワン・ツー・エアロ ７・２１・２８（土） ９:４５～ 

●料理教室 おさんどん   ２１ （土） ９:００～ 

●大人のハンドメイド ４・１８（水） 10:３０～ 

●サロンうめわか １２・２６（木） １３:３０～ 

●健康マージャンクラブ ３・１０・１７・２４（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 

その① クラヤミ運動会 

    4 日(水) ごご 3:00～ たいいくしつ 

    （うんどうぐつをはいてきてね！） 

その② ゲームであそぼう 

    10 日(火) ごご 4:３0～ おんがくしつ 

    「ちょっとおかしなハロウィントランプゲーム」 

その③ わ～るどたいむ 

    18 日(水) ごご 3:30～ おんがくしつ 

    ＊ミニハロウィンパーティー＊ 

    Trick or Treat を楽しもう 

     ＊小・中学生 

「わくわくクッキング」さんかもうしこみようし 

「魔法
ま ほ う

見習
み な ら

いのホウキ杖
づえ

」 

１１日(水)  ごご 2:30～ グループしつ 

＊小・中学生 先着 30 名 

なまえ  でんわ  

がっこう しょうがっこう がくねん             ねん 

◆保護者の方に記入をお願いします◆ 

《質問》お子さんに食物アレルギー等、注意を要することはありますか？ 

【回答】 
・ない 

・ある（         ） 

保護者 

氏 名 

 

 

  １１月１８日(土) ごご１:００～４:００ 

 ＜お願い＞ 

フードドライブ 

ご家庭に眠ってる食品募集します 

１０月１６日(月)～１１月１５日(水)まで   

詳しくはスターを見てください 

 

 

６日(金) ２０日(金) ごご 4:00～ 

ゴムとび 

２７日(金) ごご 3:30～ カラオケ 

＊いずれも、 おんがくしつ 

＊幼・小・中学生 

 

 

（透明保護フィルムとオリジナルしおり） 

１４日(土) １３:３０～１４:３０ 

大切な一冊をずっと綺麗
き れ い

に 

対象：中学生以上 定員 先着１０名 

申し込みは９/22 (金)から図書カウンターにて 

詳しくはポスターを見てください 
うめコミ児童室では墨田区在住在勤を優先しています 


