
 

 

 

 

 

 

 

令和２年《行事予定表》 

日 月 火 水 木 金 土 

UmeTube
う め ち ゅ ー ぶ

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 
 

スポーツタイム 

４:３０ 

スポーツタイム 

４:３０ 

ぬりえコンテスト ２:３０ 

スポーツタイム  ４:３０ 

ぬりえコンテスト ２:３０ 

スポーツタイム  ４:３０ 

うめコミ e スポ   ４:００ 

スポーツタイム  ４:３０ 

みんなの体育室 

９:００ 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

みんなの体育室 

９:００ 

スポーツタイム 

４:３０ 

スポーツタイム 

４:３０ 

うめっチャ！ 

２:３０／４:００ 

スポーツタイム  ４:３０ 

スポーツタイム 

４:３０ 

おんがくしつであそぼう 

４:００ 

スポーツタイム  ４:３０ 

みんなの体育室 

９:００ 

１４ １５ １６ １７ １８ 館内整理日 １９ ２０ 春分の日 

みんなの体育室 

９:００ 

スポーツタイム 

４:３０ 

スポーツタイム 

４:３０ 

ゲームであそぼう 

４:００ 
おやすみ 

うめコミ e スポ   ４:００ 

スポーツタイム  ４:３０ 

みんなの体育室 

９:００ 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

みんなの体育室  ９:００ 

ドキドキマジックショー 

２:００ 

スポーツタイム 

４:３０ 

スポーツタイム 

４:３０ 

てづくりらんど   ２:３０ 

スポーツタイム  ４:３０ 

スポーツタイム 

４:３０ 

おんがくしつであそぼう 

４:００ 

スポーツタイム  ４:３０ 

みんなの体育室  ９:００ 

てづくりらんど  １:３０ 

２８ ２９ ３０ ３１ 【うめコミスポーツタイム】種目スケジュール 
(月)スピードミントン    (火)いちりんしゃ 

(水)JUMP-JAM        (木)卓球          

(金)フロアカーリング 

みんなの体育室 

９:００ 

スポーツタイム 

４:３０ 

スポーツタイム 

４:３０ 

お楽しみ会 

１:００ 

コミュニティ活動 

お母さんバドミントン 

2,9,16,23(火) 10:30～ 

健康マージャンクラブ 

お休みです 

C.F.C 

お休みです 

大人のハンドメイド 

3,17 (水) 10:30～ 

サロンうめわか 

11 (木) 1３:30～ 

ワン・ツー・エアロ 

6,20,27(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（３月までの募集は終了しています） 

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）            りすちゃんあそぼう（１歳児対象）毎週金曜日  

うさぎちゃんあそぼう（２歳児以上対象）毎週水曜日                           親と子のリトミック 第２期（２歳 6 ヶ月児以上対象）月曜日(全 10 回) 

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～（※中止です） 

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） 

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。 

 

 

うめっチャ！ 
「チャンピオンシップ」 

１０日（水）２：30～【カウントアップ】 
     ４：00～【０１】 

場所：音楽室 対象：児童 
 

今年度最後の大一番！！ 
No．１はいったい誰の手に！？ 

てづくりらんど 
 「イニシャルチャームをつくろう」 

２４日（水） ２：３０ 

２７日（土） １：３０ 

 場所：グループ室 対象：児童 

自分や推しキャラの名前でオリジナルチャームを 

つくろう！推し活応援しちゃいます(・∀・) 

 

１２日（金）「お手玉あそび」 

２６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
５日(金)「マリオカート」 

１９日(金)「おたのしみだよ♪」 

４：００/対象：児童/定員：１０名 

場所：多目的室 

感染症防止対策にご協力下さい！ 

お楽しみ会 

３１日（水）1：００～３：００ 

対象：幼児親子、児童／場所：うめコミ館内 

 【チャレンジタイム】で４つのチャレンジに 

挑戦してポイントを集めよう！ 

集めたポイントで BINGO カードを GET！ 

【ビンゴ大会】でいいものあたるかも…！？ 

くわしくはポスターを見てね！ 
※新型コロナウィルス感染症対策のため、参加人数を制限させていただく場合があります ゲームであそぼう 

「クイズ！ 

うめコミだ～れだ？！」 

 

 １７日（水）４：００ 

場所：体育室 対象：児童 

あの人気クイズショーが 

かえってきた！？ 

くわしくはポスターをみてね！ 

集会室利用料金変更のお知らせ 
 

地域集会室利用料金が一部変わります。 

条例改正に伴い、多目的室の利用料金を 

令和３年４月 1 日より次の通り変更いたします。 

[午前]2,200 円 [午後]2,900 円 [夜間]2,900 円 

３月の特集コーナー 
 

[ 一般特集 ] 不思議 
        

 [ 児童特集 ] お家
う ち

 

図書館おはなし会 
 

新型コロナウィルス感染症対策

のため、３月のおはなし会は 

中止とさせて頂きます。 

お 知 ら せ 

児童室利用について 
 
以下のお約束を守って遊びに来てくださいね！ 

●マスクを着用してください 

●ハンカチを持参してください 

●「緊急連絡先登録票」を持ってきてください 

※連絡先がわからないと遊べません 

●体調の悪い人は遊べません 

●来館時には受付の前に手洗い、 

消毒をしましょう 
 

ドキドキ 

マジックショー 

 ２１日（日） 

２：００ 

【定員３０名】 

【申込制】 
詳しくはホームページ、 

館内チラシを見てください 


