
梅若橋コミュニティ会館には、 
児童室と図書室があります。 
児童室は幼児から高校生まで利
用でき、幼児は保護者と一緒の
ご来館をお願いしています。 

幼児クラス・幼児対象事業 

ひよこちゃんあそぼう（０歳児対象）毎週木曜日（館内整理日除く） AM 10：30 ～    りすちゃんあそぼう（１歳児対象）毎週金曜日 AM 10：30 ～ 

うさぎちゃんあそぼう（２歳児以上対象）毎週水曜日        AM 10：30 ～    親と子のリトミック 第３期 月曜日 AM10：30～（※募集は終了しています） 

チャイルドタイム（乳幼児親子自由参加・読み聞かせ、体操他）毎週木曜日（館内整理日除く） AM 10：30 ～【１週目：室内アスレチック／２週目：ママカフェ】 

 

日 月 火 水 木 金 土 

     １ ２ 

     

おんがくしつであそぼう 

４:００ 

なんでもできるもん 
４:３０ 

みんなの体育室  ９:００ 

おはなし会   １１:００ 

歌うんだ村    ５:００ 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

みんなの体育室 

９:００ 

バドミントン 

４:３０ 
卓球   ４:３０ 

ぬりえコンテスト ２:３０ 

うめっチャ！   ４:００ 

ドッジボール   ４:３０ 

一輪車  ４:３０ 
なんでもできるもん 

４:３０ 

みんなの体育室  ９:００ 

おはなし会   １１:００ 

ミニシアター   ２:００ 

歌うんだ村    ５:００ 

１０ １１  建国記念の日 １２ １３ １４ １５ １６ 

みんなの体育室 

９:００ 

みんなの体育室  ９:００ 

マリオカート大会 １:００ 
卓球   ４:３０ ドッジボール ４:３０ 一輪車  ４:３０ 

おんがくしつであそぼう 

４:００ 

なんでもできるもん 
４:３０ 

みんなの体育室  ９:００ 

おはなし会   １１:００ 

親子で工作会   ２:００ 

歌うんだ村    ５:００ 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 館内整理日 ２２ ２３ 

みんなの体育室  ９:００ 

しゅげいのじかん ２:３０ 

バドミントン 

４:３０ 
卓球   ４:３０ 

てづくりらんど  ２:３０ 

ドッジボール   ４:３０ おやすみ 

おんがくしつであそぼう 

３:３０ 

なんでもできるもん 
４:３０ 

みんなの体育室  ９:００ 

電車 de あそぼう１０:３０ 

おはなし会   １１:００ 

歌うんだ村    ５:００ 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８   

みんなの体育室 

９:００ 

バドミントン 

４:３０ 
卓球   ４:３０ 

ゲームであそぼう ３:３０ 

ドッジボール   ４:３０ 

一輪車けんてい 

４:３０ 
  

コミュニティ活動 

お母さんバドミントン 

5,12,19,26 (火) 10:30～ 

健康マージャンクラブ 

5,12,19,26(火) 13:00～ 

C.F.C 

6,13,20,27 (水) 10:00～ 

大人のハンドメイド 

6,20(水) 10:30～ 

サロンうめわか 

14,28(木) 13:30～ 

料理教室おさんどん 

16(土) 9:00～ 

ワン・ツー・エアロ 
2,16,23(土) 9:45～ 

梅若橋コミュニティ会館 
 

住所 ：東京都墨田区提通 2-9-1 

ＴＥＬ：03-3616-1101 
ＨＰ  : http://sumida-umecomi.net 

 

 

（指定管理者：梅若橋あすのすみだ） 

児童室 

月～土  AM 9:00 ～ PM 7:00 

（ 小学生以下 ）  ～ PM 6:00 

日祝日  AM 9:00 ～ PM 5:00 

《休館日》 

第３木曜日・年末年始（12/29 ～ 1/3） 

図書室 

月～土  AM 9:00 ～ PM 8:00 

日祝日  AM 9:00 ～ PM 5:00 

《休館日》 

第３木曜日・特別整理期間 

年末年始（12/29 ～ 1/4） 
２月

が つ

号
ご う

 
平成 31 年《行事予定表》 

http://sumida-umecomi.net/


「梅若橋コミュニティ会館」は、墨田区在住在勤を優先しています。 

 

お 知 ら せ  

 

  

 

 

 

わくわくクッキング 申し込み 

なまえ  がっこう 学校 

でんわ 

ばんごう 
（    ）    ―     がくねん ねん 

《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？（保護者記入） 

《回答》 なし ／ あり（        ） 
保護者 

氏名 
 

プログラミング講座 
～きみもゲームクリエイター！～ 

 

３月１０日（日）２：００～４：００ 

場所：サロン室 定員：先着１０名 

申し込み：３月１日（金）から 

参加費：無料 

くわしくはポスターをみてね！ 

ミニシアター 
 

９日（土） ２：００  

場所：音楽室 

対象：幼児親子・児童 

今回はあの恐竜映画をやるよ！ 

くわしくはポスターを見てね！ 

 

親子で工作会 

「紙ヒコーキとバルーンアートを 
作ってあそぼう！」 

 

１６日（土） ２：００ 

場所：体育室 

講師：浅野 俊一さん 

対象：幼児親子、児童親子、児童 
 

くわしくはポスターをみてね！ 

わくわくクッキング 「パンづくり」 
３月１３日（水）２：３０  場所：料理室  ※２月のクッキングはお休みです 

定員 ：先着２０名  申し込み：２月２０日（水）から 

参加費：１００円 参加する本人が申込み用紙と参加費を持って 

事務室で申し込んでね！ 

ゲームであそぼう 
 

「クイズ！うめコミだーれだ!?」 
2７日（水）３：３０～ 

場所：多目的室 対象：児童 

くわしくはポスターをみてね！ 

おんがくしつであそぼう 
 

１日「バンブーダンス」  ４：００ 

１５日「あやとりあそび」  ４：００ 

２２日「カラオケ」         ３：３０ 

対象：幼児・児童 

てづくりらんど 
「パーカープラバン」 

２０日（水） ２：３０ 

場所：グループ室 

定員：先着３０名 対象：児童 

うめっチャ！ 
「ビリヤード大会～９ボール～」 
６日（水） ４：００ 

場所：音楽室 対象：児童 

くわしくはポスターをみてね！ 

ゲームであそぼう特別編 
 

「第４回マリオカート大会」 

１１日（月・祝） 

 低学年 ごご１：００～ 

 高学年 ごご２：３０～ 
※申し込み制！各回先着１２名まで！※ 

場所：体育室 対象：児童 

申し込み：１日（金）から 

くわしくはポスターをみてね！ 

大人向けミニシアター 

「ドリームガールズ」 
-懐かしのモータウン・サウンド- 

３月１０日（日） ごご１：００～ 

場所：多目的室 

定員：３０名 

申込受付：２月１９日（火）から 

１階図書カウンター、または電話で

お申込みください。 

２月の特集コーナー 

[児童特集]  「えがおがいっぱい」 

[一般特集①] 「氷の世界」 

[一般特集②] 「一棚図書館」 

図書館おはなし会 
 

場所：１階図書室 児童コーナー 

2 日（土）  １６日（土） 

9 日（土）  ２３日（土） 

時間：ごぜん１１時～ 


