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日 月 火 水 木 金 土
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こどもの日
フェスタ

こぱんだクラス
（10:00～11:00）

ぱんだクラス
(１０:３０～１1:3０)

8 9 10 11 12 13 14

館内整理日

センターは
お休みです

りすクラス
(10:30～11:30)

ぺんぎん・
いるかクラス
（2：30～3：30）

プレイルーム
(10:00～11:30)

うさぎクラス
(10:30～11:30)

こぱんだクラス
（10:00～11:00）

ぱんだクラス
(１０:３０～１1:3０)
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らくがき会
「えのぐであそぼう]

（10:30～11:30）

りすクラス
(10:30～11:30)

ぺんぎん・
いるかクラス
（2：30～3：30）

プレイルーム
(10:00～11:30)

ゆりかごたいむ
（10:00～10:45）

うさぎクラス
(10:30～11:30)

こぱんだクラス
（10:00～11:00）

ぱんだクラス
(１０:３０～１1:3０)

わんぱくランド
（10:30～12:00）

22 23 24 25 26 27 28

子育て講座
「ダンスのチカラ☆」

(①10：00～
　　　　10：45)
（②11：00～

　　　　11：45）

りすクラス
(10:30～11:30)

ぺんぎん・
いるかクラス
（2：30～3：30）

プレイルーム
(10:00～11:30)

ゆりかごたいむ
（10:00～10:45）

うさぎクラス
(10:30～11:30)

こぱんだクラス
（10:00～11:00）

ぱんだクラス
(１０:３０～１1:3０)

春のかわいい
コンサート
（①10:30～
　　　11:00）
（②11:30～
　　　12:00）

29 30 31

りすクラス
(10:30～11:30)

ぺんぎん・
いるかクラス
（2：30～3：30）

〒131-0033　墨田区向島2-3-8　☎03-3623-2181 　http://fukushi.unchusha.com/sakurabashi

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

いつでもあそべます!!



2022年度　さくら橋コミュニティセンター



  

出産を控えた妊婦さんと、出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。 

  

らくがき会 
１6日（月）１０：３０～１１：３０ 

「えのぐであそぼう」 
えのぐで思いっきり遊びましょう！ 

大人も子どもも汚れてもいい服装でお越しください☆ 

 

５月のプログラム 

情況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。 

子育て講座（定員・申込有）

ダンスのチカラ☆ 
２３日(月)①10:00～10:45  

       ②11:00～11：45 
 

 ダンスの楽しさと身体への刺激を親子で体験しましょ

う！ダンスにはお子さんの成長にとって効果的な動きやノ

ウハウが詰まっています！まずはいっしょに踊ってみません

か？  

詳しくは別紙チラシをご覧ください。

プレイルーム 
11日・18日・25日（水） 

１０:００～１１:３０ 
 

3階体育館に、巧技台やいろいろな 

おもちゃを出しています！ 

ひろい体育館で自由にのびのびとあそびましょう！ 

 

 

わんぱくランド 
21日（土）１０：３０～１2：00 

元気っ子あつまれ！広い体育館に 

たくさんの遊具があります♪ 

体を動かして発散しましょう！ 

お父さんの参加も大歓迎です！ 

 

こどもの日フェスタ 
５日(祝木)  

 

 手形スタンプ、プラレール・レゴ遊び、トラン

ポリン体験など、楽しい遊びをたくさん用意し

て、皆さんのお越しをお待ちしています！ 

ご家族みんなで遊びに来てね☆ 
 

詳しくはチラシをご覧ください 

ゆりかごたいむ 
18日・２５日（水）１０：００～１０：４５ 

※以下のプログラムは、定員・申し込みはありません。 

※人数が多い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。 

 

春のかわいいコンサート 

２８日(土)  
①10：30～11：00 ②11：30～12：00 

0歳から楽しめる音楽会です♪ 

ぜひ聞きに来てください♪♪ 

 

詳しくはチラシをご覧ください 

特別プログラム(定員・申込有) 

すみだ家庭の日プログラム 



1学期の間は、ぺんぎんクラス〈3歳児〉といるかクラス

〈4・5 歳児〉を合同で行います。急な変更でご迷惑をお

かけいたしますが、何卒ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

こぱんだクラス 

【低月齢０歳児】 
 

 

毎週金曜日 

10：00～11：00 

6 日 赤ちゃんこいのぼりになろう！ 

13 日 いつもありがとう♡ 

20 日 みんなで話そう♪ 

27 日 すきすきスキンシップ  

活動後の１１：３0 までフリータイムとして学童室を開放しています！ 

 

 

 

 

 

ぱんだクラス 

【高月齢０歳児】 
 

 

毎週金曜日 
10：30～11：30 

6 日 カーネーションをさがしてみよう！ 

13 日 うごいてみよう！ 

20 日 バスタオルにのって☆ 

27 日 つくってみよう！＆お誕生会 

 

 

 

 

 

うさぎクラス 

【１歳児】 

毎週木曜日 

10：30～11：30 
12 日 たのしくこうさく！ 

19 日 みんなでうんどう！ 

26 日 プレイルーム！！＆お誕生会 

 

 

 

 

 

りすクラス 

【２歳児】 

毎週火曜日 

10：30～11：30 

10 日 かけっこ！どんどん！ 

17 日 リトミックやってみよう！ 

24 日 ちぎってはろう！ 

31 日 ホップ！＆お誕生会 

活動前の 10:00～10:30までと活動後の 11:30～12:00 は 

フリータイムとして体育館を開放しています！ 

 

 

 

 

 

ぺんぎん・いるか 

クラス 

【３・4・5 歳児】 

毎週火曜日 

2：３0～3：30 

10 日 つながれ！ひろがれ！ともだちの輪 

17 日 ふしぎなマジック！ 

24 日 つくってとばそう！(ブーメラン) 

31 日 はしって♪ジャンプ♪＆お誕生会 

乳幼児年齢別活動 5月の予定 
 

（首座り～つかまり立ち） 

（あんよができたよ） 



【児童館の利用者支援事業】 

 

急に子どもが

風邪を引いた 

 

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(3 歳以上)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。 
 
 

 

☆乳幼児室は、人数が増えてきた場合お声掛けさせていただくことがあります。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なっています。衣服調整をお願いします。 
 

☆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。 

※年度ごとに申請が必要となります。 

        
☆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。 

 

 

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？』のお手伝いをさせていただきます。 

 

電話でも相談事業を行っています！お気軽にお問合せください。 

※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✿いつでもご利用できます。 
   

乳幼児向けのおもちゃや、授乳スペース、 

ベビースケール等を設置しています。 

季節によってお子さんのかわいい写真を撮れる 

フォトスポットもあります！お気軽に足をお運びください。 

    ※おもちゃの消毒や感染対策を行っています。 

        

初めての妊娠 出産 

の不安 
子育て 

について 


