
 

 

 

 

 

 

 

令和元年《行事予定表》 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ ２ ３ 

 

  

 こども食堂 
１１:４５ 

一輪車 
４:３０ 

おんがくしつであそぼう 

４:００ 
自然観察会 

６:３０ 

みんなの体育室  ９:００ 

おはなし会   １１:００ 

歌うんだ村    ５:００ 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

みんなの体育室 9:00 

親子で工作会   1:30 

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 

おんがくしつであそぼう 

４:００ 

ドッジボール練習 
４:００ 

みんなの体育室  ９:００ 

おはなし会   １１:００ 

歌うんだ村    ５:００ 

１１ 山の日 １２ 振替休日 １３ １４ １５ 館内整理日 １６ １７ 

みんなの体育室 

９:００ 

みんなの体育室 9:00 

バドミントン  ４:０0 
卓球   ４:３０ 

ドッジボール 

４:３０ 
おやすみ 

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 

１８ １９ ２０ ２１ ２２  ２３ ２４ 

みんなの体育室   

９:００ 

バドミントン  

４:３０ 
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 
ドッジボール練習 

４:００ 

みんなの体育室  ９:００ 

おはなし会   １１:００ 

しゅげいのじかん ２：３０ 

歌うんだ村    ５:００ 

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３1 

みんなの体育室 

９:００ 

てづくりらんど 

２:００ 
バドミントン 

４:３０ 

てづくりらんど 

１:３０ 
卓球 

４:３０ 

マリオカート大会 

          １：３０           

ゲームであそぼう 
２:００ 

一輪車けんてい 
      ４:３０ 

スイカ割り 

２:３０ 
なんでもできるもん 

 ４:３０ 

みんなの体育室  ９:００ 

電車 de 遊ぼう １０:３０ 

おはなし会   １１:００ 

ミニシアター  ２：００ 

歌うんだ村   ５：００ 

コミュニティ活動 

お母さんバドミントン 

休 

健康マージャンクラブ 

6,13,20,27(火) 13:00～ 

C.F.C 

休 

大人のハンドメイド 

休 

サロンうめわか 

休 

料理教室おさんどん 

休 

ワン・ツー・エアロ 
3,17,24(土) 9:45～ 

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 ※８月中はおやすみです 

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 2 期 月曜日 AM10：30～ 

ママカフェタイム（乳幼児親子対象）毎週木曜日（館内整理日除く）  AM11：00～    （リトミック募集についてはウラ面に記載しています） 

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） 

ミニシアター ３１日（土）２：００ 

場所：音楽室 くわしくはポスターを見てね！ 

http://sumida-umecomi.net/


ゲームであそぼう 
「いちばん強いのは誰だ！！ 

タスケ王決定戦！！」 

 
２９日（木）２：００ 
対象：児童 
場所：体育室 

 
くわしくはポスターを見てね！ 

 

「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。 

 

おんがくしつであそぼう 
 

１６日（金）「ゴムとび」 

２３日（金）「カラオケ」 

４：００ 対象：幼児・児童 

うめコミe
イー

スポ

２日（金）「マリオカート」 

９日（金）「太鼓の達人」 

４：００ 対象：児童 

うめっチャ！ 
「またまた！！０１」 

７日（水）４：００ 

場所：音楽室 対象：児童 

自然観察会 
「セミを観察してみよう!」 

2 日（金）ごご６：３０～７：３０ 

場所：東白鬚公園 ※雨天中止 

対象：小学生親子（親子での参加に 

なります） 

申込制 先着１０組 

申込期間  

７月２２（月）～７月２６日（金） 

 

８月の特集コーナー 
 

[一般特集①]見て学ぶ 
       -いろんな図鑑- 
[一般特集②]雑誌特集 

 
[児童特集] 夏休み 
       宿題応援! 

図書館おはなし会 
 

場所：１階図書室 児童コーナー 

３日（土） １０日（土） 

１７日（土） ２４日（土） 

時間：ごぜん１１時 

お待ちしてます！ 

お知 ら せ 

てづくりらんど 夏休み特別編
とくべつへん

！！ 

①「オリジナル木工
も っ こ う

パズル」 定員１５名 対象：小学生以上 

２６日（月）ごご２：００～４：３０（予定） 

②「布
ぬ の

ぞうり」 定員６名 対象：小学４年生以上 

２７日（火）ごご１：３０～４：００（予定） 

申込期間：５日（月）～１９日（月） 

※先着順で受け付けます※くわしくはポスターを見てね！ 

マリオカート大会 
「第５回マリオカート大会 

ザ・ファイナル」 

２８日（水）場所：体育室 

低学年 ごご１：１５～ 

高学年 ごご３：００～ 

※申込制！各回先着１６名まで※ 

申込期間：７日（水）から 

くわしくはポスターを見てね！ 

うめコミ🌼こども食堂 
―みんなでへもちゃんカレーを食べよう！― 

１日（木）１１：４５～１：００ 

参加費：無料 申込制:先着３０名 

対象：児童、乳幼児親子 

※アレルギー対応はしていません※ 

くわしくはポスターを見てね！ 

 

夏のおもいで 

～そうだ！スイカ割りをしよう～ 

３０日（金）２：３０ 

申込制：先着２０名 

申込期間 

１９日（月）～２７日（月） 

くわしくはポスターを見てね！ 

 

 
 

 

親と子のリトミック 
参加者募集 第２期（全９回） 

９月９日（月）から始まります♬ 

申込期間 

８月２６日（月）～９月３日（月） 

くわしくはポスターを見てください 

親子で工作会 
「ペーパークラフトで 

                のりものを作ろう!」 
８月４日（日） ごご１:３０～３:３０ 

講師：PAPERART-C 千葉 浩司氏 

対象：小学生親子 定員：先着２０名 

※児童のみでも参加できます。2 年生以下 

は保護者同伴での参加をお願いします。 

申込：７月１３日（土）～２階事務室 

くわしくはポスターを見てね！ 


