
2022年度　

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

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)

(文化の日)
わんぱくランド
（10:30～12:00）

こぱんだクラス
（10:00～11:00）

ぱんだクラス
(１０:３０～１1:3０)

子育て講座
「お！もっちゃ

              いいね！
ピタゴラスの世界」

（10:30～
12:00）

6 7 8 9 10 11 12

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)

ゆりかごたいむ
（10:00～１０：４５）

こぱんだクラス
（10:00～11:00）

ぱんだクラス
(１０:３０～１1:3０)

13 14 15 16 17 18 19

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)

子ども服
リサイクル

（１０：００～１１：００）

20 21 22 23 24 25 26

らくがき会
（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）

（勤労感謝の日）

館内整理日
センターは
お休みです

うさぎクラス
(10:30～11:30)

ゆりかごたいむ
（10:00～１０：４５）

こぱんだクラス
（10:00～11:00）

ぱんだクラス
(１０:３０～１1:3０)

27 28 29 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)

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

     ※ぺんぎんクラス（3歳児）・いるかクラス（4・5歳児）の活動は、
　    Ⅱ期以降も合同クラス《毎週火曜日2:30～3:30》で

活動いたします。お誘いあわせの上、ご参加ください。

QRコード 【当館HP】



 

 

 

 

 

 

こぱんだクラス 

【低月齢０歳児】 
 

 

毎週金曜日 

10：00～11：00 

4 日 てがた・あしがた・スタンプポン！ 

11 日 リズムあそび♪ 

18 日 ふれあいあそびでギュギュギュ☆ 

25 日 つくっちゃお   

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 

 

4 日 おうたあそび 

11 日 つくってみよう☆ 

18 日 どうぞ♪ありがとう☆ 

25 日 お誕生日会＆うごいてみよう 

 

 

 

 

 

 

うさぎクラス 

【１歳児】 

毎週木曜日 

10：30～11：30 
10 日 おんがく遊び♪ 

17 日 つくってあそぼう(*^-^*) 

24 日 プレイルーム＆お誕生日会 

 

 

 

 

 

りすクラス 

【２歳児】 

毎週火曜日 

10：30～11：30 

1 日 トランポリンタイムリターンズ 

8 日 ビー玉アートやってみよう☆ 

15 日 新聞紙あそび♪ 

22 日 がっきであそぼ！ 

29 日 お誕生日会&冬の工作          

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 

1 日 わんぱくプレイルーム 

8 日 やさいスタンプであそぼう☆ 

15 日 つくってあそぼう♪ 

22 日 ハンドベルにちょうせん！！ 

29 日 ゲームあそび♪ 

乳幼児年齢別活動 １１月の予定 
 

（首座り～つかまり立ち） 

（あんよができたよ） 



   

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。 

 曜日が変わりました  

  

らくがき会 
21日（月）１０：３０～１１：３０ 

「えのぐであそぼう」 
大きなキャンバスに絵を描いたり 

絵の具の感触に触れたり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。 

 

11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（申込有） 

「お！もっちゃいいね！ 

ピタゴラスの世界」 

5日(土)10:30～12：00 

 
四角や三角、色々な形が不思議な磁石で 

ピタッとくっつく知育おもちゃのピタゴラスで 

「脳を刺激！ひらめく頭に！」なる遊びを 

親子で楽しみませんか？ 

ピープル株式会社企画開発部の方が直々に 

お話してくださいます。 

 
※申込 受付中 直接来館またはメールで 

    お申込みいただけます。 

※定員 幼児 15名 定員を超えた場合は 

           キャンセル待ちになります。 

 

詳しくはチラシをご覧ください。 

 

 

プレイルーム 
2日・9日・16日・30日（水） 

１０:００～１１:３０ 
3階体育室に、巧技台やおままごと、コンビカー 

などいろいろなおもちゃを出しています！ 

広い体育室で自由にのびのびとあそびましょう！ 

 

 

わんぱくランド 
3日（木・祝）１０：３０～１2： 00 
元気っ子あつまれ！広い体育室に 

滑り台など、たくさんの 

遊具があります♪ 

室内でも体を動かして発散しましょう！ 

 

 

ゆりかごたいむ 
11日・25日（金）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。当日お越しください。 

 

子ども服リサイクル 
19日(土)  

１０：００～１１：００ 
 ご家庭では不要になったベビーから 

140ｃｍまでの子ども服を集めて、 

必要とされている方にもらっていただく 

エコプログラムです。 

 素敵なお洋服との出会いが皆さんにありま

すように、ぜひご協力をお願いします☆ 
 

詳しくはチラシをご覧ください 



 
ご利用にあたってのお願い 

☆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です。 

 
☆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。 

 
 
 

 
☆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。 

 
☆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。 
 

☆乳幼児室で使用したおもちゃは、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。衣服調整をお願いいたします。 
  

 

 

初めての妊娠・出産、急に子どもが風邪を引いた、子育てについて、 

「どうしたらいいの？」「誰かに聞いてみたい！」 

「こんな思いを共有したい」そんなときはありませんか？ 

そのようなときはぜひ、さくら橋コミュニティセンターにお越しください。 

ともに、『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。 

 

【児童館の利用者支援事業】 

 

身体を動かす際はぜひさくら橋をご利用ください！ 

木枯らしに身を震わす季節になってきました。身体を動かして身も心もポカポカにしたい 

ところですが外に出るのを少しためらってしまう寒さです。室内で遊べる場として、 

ぜひさくら橋コミュニティセンターをご利用ください！ 

 

12月の特別プログラムのご案内 

「リース作り」 

クリスマスの時期が近づいてきました！ゆったりとした空間で 

素敵なリースを作りませんか？12月 15日（木）10:15～11:45から行います。 

申込みは 12月 1日（木）9:00～です。詳しくは別紙チラシをご確認ください。 

 


