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さくら橋コミュニティセンター

23

（2:30～3:30）

24

25
うさぎたいむ

館内整理日
ゆりかごたいむ

センターは
お休みです

(10:00～10:45)

(10:45～11:45)

(１０:３０～１２:００)
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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）
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りすたいむ
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（１０:００～１2:００）
アレンジメント
(10:30～11:30) いるかクラス
（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

乳幼児室は
月～金曜日 ９：００～２０：００
土・日・祝日 ９：００～１９：００まで
いつでもあそべます!!

１１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。

子ども服リサイクル
２２日(月) 10:00～1１:０0
回収期間１１月１日(月)～１１月１９日(金)
地域の皆様のご協力、
どうぞよろしくお願いいたします！
当日の定員３５組（1 世帯大人一人まで）
１１月１５日(月)９：００より１階受付
にて当日の整理券を配布します(先着順)
詳しくは別紙チラシをご覧ください。

らくがき会
１５日（月）１０：３０～１１：３０定員２５組

「クレヨンあそび」
クレヨンでおえかきをたのしみましょう!!
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。当日お越しください

はじめましてのコンサート
新日本フィルハーモニー交響楽団の
ホルン・トロンボーン・チューバ奏者の皆さんの
アンサンブルコンサート。
ちょっと早いクリスマスの音楽を親子で楽しみませんか。

２０日（土）10：４５～１１：45
定員 乳幼児親子さん１５組（先着順 1 家庭大人 2 名まで）
申込み
11 月 6 日（土）9：00～
詳しくはチラシをご覧ください。

子育て講座
おもちろいいね！

知育おもちゃの世界
People 株式会社 企画開発部さんとの合同企画！
知育おもちゃの奥深さ・楽しさを聞いて遊んで教えて
もらいましょう！

８日（月）１０：３０～１１:30
定員 乳幼児の親子２５組（先着順）
申込み 10 月 23 日（土）9：00～
詳しくは別紙チラシをご覧ください。

フラワーアレンジメント
クリスマス前からお正月を彩どるリース作り

２９日(月)

１０:３０～１１:３０

対象と定員 乳幼児さんのママ 1０名
申込み

11 月 6 日（土）9：00～

別途実費がかかります。詳しくはチラシをご覧ください。

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。
時間 １０：００～１０：４５

１０日（水）『てづくりタイム』
２４日（水）『おしゃべりタイム』

乳幼児年齢別活動 １１月の予定
【低月齢０歳児】 5 日
（首座り～つかまり立ち）

毎週金曜日
10：00～11：30
こぱんだたいむ

秋のトークタイム☆
12 日 からだをうごかそう！！
19 日 てづくりおもちゃであそぼう♬
２6 日 秋をたのしみましょ～う

【高月齢０歳児】 5 日
（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

12 日
19 日
26 日

からだをうごかそう！
つくってみよう☆
ぱんだマップ作り
おしゃべりしましょ♪

４日
リズムにのって♪
11 日 からだをうごかそう
18 日 あった！
２5 日 もうすぐ 12 月

うさぎたいむ

【２歳児】
毎週火曜日
10：０0～1２：０0

2日
9日
16 日
30 日

うんどう！
こうさく！
プレイルーム
クリスマス制作

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
2：３0～3：30
ぺんぎんクラス

【4・5 歳児】
毎週火曜日
2：３0～3：30

４日
からだをうごかそう！
１1 日 つくってとばそう！
18 日 シャボン玉であそぼう！
２5 日 体力測定！
2日
9日
16 日
30 日

はしってとんで！
つくってあそぼ！フリスビーづくり
シャボン玉であそぼう！
ミニ障害物競争

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。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。3 歳以上のお子様はマスク着用にご協力お願い致します。

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します。
☆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。

☆3 歳以上のお子さんはマスクの着用をお願いいたします。
☆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なっています。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。
☆ご利用にあたっては事前に登録・面接が必要です。
１期は 9 月 21 日～利用開始しています。
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。
ご一緒に、どうしたらいいの？の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。

