2021年度

〒131-0033 墨田区向島2-3-8
日

月

☎03-3623-2181
火

http://fukushi.unchusha.com/sakurabashi

水

1

さくら橋コミュニティセンター

木

2

金

3

4

乳幼児室は
月～金曜日 ９：００～２０：００
土・日・祝日 ９：００～１９：００まで

5

6

7

土

おいでよ！
おもちゃの森
(10:30～12:00)

8

9

10

11

17

18

おもちろいね！
知育おもちゃの
ゆりかごたいむ
世界
(10:00～10:45) ①9:30～10:30
②11:00～12:00

12

13

14

15

りすたいむ
らくがき会
（10:30～11:30）

うさぎたいむ

（１０:００～１2:００）

20

いるかクラス

館内整理日
センターは
お休みです
26

27

Caféさくら橋
～バリスタ保健師
さんとお話しよう～

(10:30～11:20)

21

こぱんだたいむ

(１０:００～１２:００) （10:00～11:30）

ぺんぎんクラス ぱんだたいむ

（２:３０～３:３０）

19

16

（2:30～3:30）

22

23

(１０:３０～１２:００)

24

25

りすたいむ

こぱんだたいむ

（１０:００～１2:００）

（10:00～11:30）

いるかクラス

ゆりかごたいむ
(10:00～10:45)

ぱんだたいむ

（２:３０～３:３０）

28

(１０:３０～１２:００)

29

30

りすたいむ

うさぎたいむ

（１０:００～１2:００）

(１０:００～１2:００)

いるかクラス

ぺんぎんクラス

（２:３０～３:３０）

（2:30～3:30）

図書室では読みたい本を
借りられます!!
お気軽にお越しください

９月のプログラム
情勢によって変更となる場合があります。HP・子育てアプリ・館内掲示にて周知させていただきます。

おいでよ！おもちゃの森
４日（土）１０：３０～１2：0０定員２５組
乳幼児親子あつまれ！広い体育館に
たくさんのおもちゃがあります♪
のびのびと遊ぶことができます。
お父さんの参加も大歓迎です！
※定員を超えた場合にはお待ち頂いたり、
お声をかけさせて頂いたりすることがあります。
譲り合いにご協力下さい。
申し込み制ではありません。

らくがき会
１３日（月）１０：３０～１１：３０定員２５組

「どろだんごあそび」
どろだんごであそびましょう!!
大人も子どもも汚れてもいい服装でお越しください☆
※定員を超えた場合にはお待ち頂いたり、
お声をかけさせて頂いたりすることがあります。
譲り合いにご協力下さい。
申し込み制ではありません。

ゆりかごたいむ
第一子出産を控えた妊婦さんと、初産を終えたお母さんと
首座り前頃の赤ちゃんが交流できるプログラムです☆
詳しくは別紙チラシをご覧ください。

８日（水）１０：００～１０：４５ 『おしゃべりタイム』
22 日（水）１０：００～１０：４５ 『てづくりタイム』

子育て講座

おもちろいね！

Café さくら橋

知育おもちゃの世界

～バリスタ保健師さんとお話しよう～

People 株式会社さんとの合同企画です！知育おもち
ゃの楽しさ・奥深さを体感しましょう♬

コーヒー片手に、お母さん自身の身体を一番に
考える時間を過ごしましょう♪

９日（木）①9：3０～10:30 ②11:00～12:00
対象 0 歳児～2 歳児の乳幼児親子
定員 各回１５組 計 30 組（先着順）
詳しくは別紙チラシをご覧ください。

２７日(月) 10:30～11:20
定員 12 名 託児 あり
詳しくは別紙チラシをご覧ください。

乳幼児年齢別活動 ９月の予定
【低月齢０歳児】
（首座り～つかまり立ち）

毎週金曜日

１７日
２４日

おしゃべりタイム♬
みんなで運動タイム☆

１７日
２４日

つくってみよう！
からだでうごかそう☆

１６日
３０日

音楽あそび
レベルアップ！

１４日
２１日
２８日

うごいてあそぼう♬
つくってあそぼう！
うたにあわせて！

10：00～11：30
こぱんだたいむ

【高月齢０歳児】
（あんよ～）

毎週金曜日
10：30～12：00
ぱんだたいむ

【１歳児】
毎週木曜日
10：０0～1２：０0
うさぎたいむ

【２歳児】
毎週火曜日
10：０0～1２：０0

りすたいむ
こぱんだたいむ（20 組）ぱんだたいむ・うさぎたいむ・りすたいむ（25 組）は安心・安全にご利用
いただくために定員を設けさせていただきます。※定員を超えた場合にはお待ち頂いたり、お声をか
けさせて頂いたりすることがあります。譲り合いにご協力下さい。

【3 歳児】
毎週木曜日

１６日
３０日

シャボン玉であそぼう!!
こむぎねんどであそぼう!!
※汚れてもいい服装でお越しください

2：３0～3：30
ぺんぎんクラス

【4・5 歳児】
毎週火曜日
2：３0～3：30

１４日

お水であそぼう!
※濡れてもいい服装でお越しください

２１日
２８日

秋のネイチャービンゴ!
体力測定!

いるかクラス
ぺんぎんクラス・いるかクラスはさくら橋コミュニティセンター裏の隅田公園での活動となります。集合はさ
くら橋コミュニティセンター１階です。野外での活動なので昼１２時の段階で雨予報の場合は中止となります。
また、熱中症指数計が警戒レベルに達した際や今後の情勢により中止とさせていただく場合があります。中止
の際はすみだ子育てアプリへの掲載とさくら橋コミュニティセンターにて掲示をさせていただきますのでご確
認ください。定員はありません。

ご利用にあたってのお願い
☆来館時のアルコール消毒・マスク着用のご協力をお願いいたます。
☆館内でのこまめな手洗いうがいをお願いいたします。
☆来館時の検温にご協力お願いいたします。
※37.5℃以上、または咳などの症状がある場合は当施設のご利用を控えてください。
また、ご家族・ご同居の方が体調不良の場合もご利用を控えてください。

☆乳幼児室（５組）の定員を設けさせていただきます。
※部屋の人数が増えてきた場合にはお待ち頂いたり、お声をかけさせて頂いたりする
ことがあります。譲り合いにご協力下さい。

☆使用したおもちゃ等は、専用の使用済みおもちゃ回収カゴにお入れください。
☆各部屋は常に換気を行っています。水分補給をお願いします。
☆今年度初めてご利用される方は、児童館利用申請書の記入をお願いいたします。
☆お弁当・お菓子など館内での食事はご遠慮ください。
☆使用済みのおむつはお持ち帰りください。

【2021 年度 乳幼児ひととき預かりのご案内】
子育て中のお母さんが、少しのあいだお子さんの面倒を見て欲
しい時やリフレッシュしたい時など、児童館でお子さんを一時
的にお預かりしています。
☆利用にあたっては事前に登録・面接が必要です。
7 月 1 日から面談予約開始です
詳しくは「乳幼児ひととき預かりの案内」をご覧ください。

【児童館の利用者支援事業】
初めての妊娠、出産、子育て、急な子どもの病気など、
誰かに聞いてみたいときはありませんか？
そんなときは、ぜひさくら橋コミュニティセンターにお越しください。
一緒に、どうしたらいいの？をお手伝いさせていただきます。
お待ちしております。
電話でも相談事業は行っていますので、お気軽にお問合せください。

９月乳幼児子育て講座

202１年度 さくら橋コミュニティセンター

子どもたちが毎日遊ぶおもちゃは、子どもたちの心を豊かにし心と身体の機能を成長させてくれます。
特に、知育おもちゃはよりよい発達をサポートしてくれるものばかりです。今回の子育て講座は、知育玩
具を数多く世の中に生み出している people の企画開発部の方々が、おもちゃの底力・遊ぶことで子ども
たちが得られるたくさんの良い刺激について教えてくださいます。
お父さん・お母さんもお子様と一緒におもちゃで遊んで楽しむ時間もあります。ぜひご参加ください♪

日時

９月９日（木）

時間

１回目：9:30～10:30

場所

さくら橋コミュニティセンター3 階体育室

講師
申込み

２回目：11:00～12:00

ピープル株式会社 企画開発部

小野さん・花牟禮さん・仁藤さん

８月 1６日（月）9:00～申込み受付を開始いたします。直接ご来館していただ
き申込名簿にお名前を書いてください。

対象と定員 ０歳児～２歳児の乳幼児親子各回 15 組

計 30 組（先着順です。
）

ピープル株式会社は、子育てをしている皆さんに
「ためになる！」と喜んでもらえる商品づくりを目指し
続ける、おもちゃ・育児用品メーカーです。

HP はこちら！

◎新型コロナウイルス感染症対策のため、保護者のマスク着用、手指消毒、検温のご協力をお願いいたします。
◎今後の情勢により、中止となる場合があります。その際は、ホームページや館内掲示でお知らせします。
◎当日午前 9：00 の段階で、悪天候の警報が出た場合は、中止とさせていただきます。
◎申込完了後、参加ができなくなった場合は速やかにさくら橋コミュニティセンターまで連絡してください。

問い合わせさくら橋コミュニティセンター

3623-2181 館長

堀口

廣司

担当：関根 美菜子

２０２１年度 さくら橋コミュニティセンター お母さんのリフレッシュたいむ

Cafe さくら橋

毎日毎日、家族のために頑張るお母さん。お身体の調子はいかが
ですか？疲れていませんか？身体のちょっとした変化や不調で気に
なっていること、不安なことはありませんか？

～バリスタ保健師さんとお話しよう～

バリスタ保健師さんやお母さん同士でお話をして、身体と心をほっ
とさせながら、ご自分の身体と向き合い、ご自身のことをいちばんに
考えられる時間を一緒に過ごしましょう

９月２７日（月）

１０：３０～１１：20（☆個別相談希望者の方は 12:00 まで）

午前

場所：さくら橋コミュニティセンター2 階図書室
対象と定員：乳幼児さんのお母さん 12 名までうち 5 名まで個別相談可能（先着順です）
託児：あり（お子様は別室で職員と過ごします。）
申込み：９月１日（水）９:００～9 月 18 日（土）19:00 まで
さくら橋コミュニティセンター受付にて申込みをしてください。電話での申し込み
はできませんので、ご了承ください。
申込みの際、ご自身のことについてのアンケートのご記入をお願いいたします。

※今後の情勢によっては、定員・託児の人数制限・中止する等の変更がある
場合があります。ご了承ください。

◎問い合わせ

さくら橋コミュニティセンター 3623-2181
館長：堀口 廣司
担当：関根 美菜子

たちやま

相談にのってくれる人：立山

し

の

紫野さん

普段は産業保健師として働き、休みの日はバリスタ保健師としてコーヒーを淹れ
ながらお話をしています。ほっと一息つきながら、楽しくおしゃべりする時間を作るこ
とがまずはご自身の心と身体の健康を大事にする第一歩だと思います。
当日は皆さんと、肩の力を抜いてゆるりとした時間を過ごせることを
楽しみにしています。

申込み期間は１０月１日（月）～です。

