
 

 

 

 

 

 

 

令和元年《行事予定表》 

日 月 火 水 木 金 土 

     １ ２ 

     

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 

３ 文化の日 ４ 振替休日 ５ ６ ７ ８ ９ 

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 
ぬりえコンテスト ２:３０ 

うめっチャ！   ４:００ 

ドッジボール練習 ４:００ 

一輪車  ４:３０ 

うめわか文化祭準備
のため、たいいく
室、おんがく室では

あそべません 

うめわか文化祭 
１:００～４:００ 

(受付は３:５０まで) 
児童室ではあそべません 

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

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 ３:００ 

ドッジボール練習 ４:００ 
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 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 館内整理日 ２２ ２３ 勤労感謝の日 

みんなの体育室   

９:００ 

バドミントン  

４:３０ 
卓球   ４:３０ 

てづくりらんど  ２:３０ 

ドッジボール練習 ４:００ おやすみ 

 墨田区児童館等交流 
ドッジボール大会 

墨田区総合体育館にて 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

 

    

 

 

コミュニティ活動 

お母さんバドミントン 

 5(火) 10:30～ 

健康マージャンクラブ 

 5,12(火) 13:00～ 

C.F.C 

6(水) 10:00～ 

大人のハンドメイド 

6,13(水) 10:30～ 

サロンうめわか 

14(木) 13:30～ 

料理教室おさんどん 

 お休みです 

ワン・ツー・エアロ 
2(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 

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～（※募集は終了しています） 

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～ 

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） 

大規模修繕工事のため、１１月２１日(木)～１２月２０日（金）まで休館となります(詳しくは裏面をご覧ください) 

http://sumida-umecomi.net/


 

 わくわくクッキング 申し込み用紙 

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 
 「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。 

 

 

 

１日（金）「バンブーダンス」 

 

４：００ 対象：幼児・児童 

うめコミe
イー

スポ

１５日（金）「ボンバーマン」 

 

４：００ 対象：児童 

うめっチャ！ 

「イーグルアイを極
き わ

めよう！」 

６日（水） ４：００ 
場所：音楽室 対象：児童 

てづくりらんど 
 「フリスビー銃

じゅう

」 

２０日（水）２：３０ 

場所：グループ室 

定員：先着３０名 対象：児童 

ゲームであそぼう 

「うめコミ探偵
た ん て い

事務所
じ む し ょ

から 

の挑戦状
ち ょ う せ ん じ ょ う

！Ver.2」 

１３日（水）３：００ 

対象：児童 

場所：２階フロア 

くわしくはポスターを見てね！ 

第７回 うめわか文化祭 
９日(土)１：００～４：００ 

（受付は１：００～３：５０まで） 
 

【体育室】舞台発表会…合唱、カラオケ、民踊、三味線、健康体操など 

【音楽室】作品展、手工芸品の展示・販売、児童作品展示、その他 

【料理室】カフェうめわか《有料》 

各種飲み物、手作りクッキー、ソフトクリーム 

【グループ室】ワークショップ「クリスマスリースをつくろう」《有料》 

ビーズ材料費 ３00 円 

【２階フロア】フードドライブ(＊)…未開封食品を持ちより寄付する 

ボランティア活動です。 

※当日も受け付けます 

       ゲームコーナー＆くじ屋さん《一部有料》（幼児・児童向け） 

【多目的室】うめわかバザー《有料》１０円～５００円の新品 
 

 (＊) にご協力ください 
ご家庭の余った食品の寄付をお願い致します 

受付：２階事務室 募集期間：～１１/１２(火)まで 

※詳しくはポスター、チラシを見てください 

１１月の特集コーナー 
 

[一般特集①] 歴史の息吹を 
感じたい 

 
[一般特集②] ああ、懐かしの昭和 

 
[児童特集]  おばけ 

図書館おはなし会 
 

場所：１階図書室 児童コーナー 

２日（土） ９日（土） 

１６日（土） 

時間：ごぜん１１時 

お待ちしています！ 

臨時休館のお知らせ 
 

梅若橋コミュニティ会館は大規模修繕工事のため、 

令和元年 11 月 21 日(木)～12 月 20 日(金)まで休館となります。 

また、図書室は図書館システム更新のため令和元年 1２月 21 日(土)～ 

令和２年 1 月４日(土)まで引き続き休館となります。 

ご利用の皆様には大変ご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんが施設

の改修等に関しご理解賜りますよう何卒お願い申し上げます。 

お 知 ら せ 


