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【大切なご案内】 ★必ずお読みください★
・平日（月～土）に行われる事業・クラブ・親子のひろば等の問い合わせ、
申込みは、日曜・祝日には行えませんので、平日の開館時間内（午前9時～
午後6時）にお願いします。
・児童センターには、ゲーム・お金など貴重品は、持ってこないようにしま
しょう。持参した場合は、個人でしっかり管理をしましょう。
※日曜・祝日は、委託業者による開館のため、平日とは運営が異なる場合が
あることをご理解ください。

■八潮にはネウボラ相談員がいます。
（火・水・木・金）
いつでも気軽においでください。
【おねがい】
・受付名簿に記入のうえご利用ください。
・幼児のみでの利用はできません。
・ベビーステーションは、乳幼児親子のみ利用
できます。小学生以上のお子さんの入室は、
ご遠慮ください。

大岩相談員のワンポイントアドバイス

今年もまた花粉の季節がやってきました。花粉症の方にとっては一番嫌な季節ですね。

最近では花粉症を発症する年齢がどんどん下がってきており、花粉症の子供のうちの約4割が

5歳までに発症していると言われています。

大人の症状とは少し違い子供の場合は風邪の症状とよく似ており、粘度のある鼻水が出ます。その為鼻が詰まり花粉

が鼻から入る事はないのでくしゃみは出ません。鼻が詰まると口呼吸をするようになります。鼻づまりがひどくなる

と副鼻腔炎や浸出性中耳炎になる事も。また、子供は目にも症状が出る事がとても多いので、どちらも注意深く観察

しましょう。花粉症を発症すると大人でも日中ぼーっとしてしまう事が多くなりますが、子供も同様で鼻づまりなど

によって睡眠不足を起こして集中力の低下を起こします。学齢期の子供は学校生活等に影響を及ぼす事があるので症

状に気が付いたら早めの受診を心がけましょう。

この日は７年生と乳幼児のふれあい事業
最終回。事前に中学生が作ったおもちゃ
で一緒に遊びました。0歳も3歳も、楽
しいおもちゃに大喜び。中学生と一緒に
何度も何度も球を転がして遊びました。
手遊びや、大型絵本の読み聞かせ、最後
に中学生からおもちゃをプレゼントされ
乳幼児は大喜び！大切に持って帰りまし
た。ご協力くださった地域の皆さん、
ありがとうございました。

今回の「畑toあそびタイ」のプログラム
はもりだくさん。畑の片隅に咲いた蕗の
薹（ふきのとう）を摘み、「ふきみそ」
を作りました。ほろ苦いふきみそを試食
し、気持ちもほっこり。
夏に収穫し、十分に乾燥させた「ポップ
コーン用とうもろこし」を電子レンジに
入れ、そのままチン！おいしいポップ
コーンに変身しました。12月に仕込ん
だみその水が上がり、1回目の切り返し
を行いました。

八潮から「スマイルレインボー」と
「Forever」の2バンドが参加。練習
の成果を発揮し、かっこよく演奏しま
した。応援合戦にも熱が入り、今年も
紅組が優勝。「Forever」が代表で優
勝旗をもらい大喜びでした。ポスター
は、八潮児童センターを利用している
高校生のイラストが採用。小学生バン
ドを大勢の中高生スタッフがサポート
し音楽を通し「仲間」になりました。

１ 水
親子DE遊び

コーナー
親育ちWS

バンドクリニック

Teens Time
卓球交流会

２ 木
親子のひろば

ぷりん
はじめてミシン

３ 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

４ 土 畑to遊びタイ！

５ 日 プラレール

６ 月 親子DE遊び
コーナー

７ 火
親子のひろば

みるく&プチ
子育てサロン

ダーツ
Teens Time

８ 水 親子DE遊び
コーナー

バンドクリニック

Teens Time

９ 木
親子のひろば

ぷりん

10 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

11 土
-児童センター・すまいるスクール 合同卓球大会 -

ふれあいリーグ2017
水族館

12 日 プラレール
ウクレレ Life

13 月 親子DE遊び
コーナー

やしおBook Cafe

14 火 親子のひろば

みるく&プチ
ダーツ
Teens Time

15 水
親子DE遊び

コーナー

子育てサロン

バンドクリニック
ライブ出演者会議

Teens Time

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月 やしお電車まつり

21 火 ダーツ
Teens Time

22 水 親子DE遊び
コーナー

そとかふぇ
畑to遊びタイ！
バンドクリニック

Teens Time

23 木

24 金 卓球倶楽部

25 土
Yashi音クラブ定期LIVE

ファイナル フラッシュ LIVE

26 日 プラレール

27 月

28 火 ダーツ
Teens Time

29 水

30 木 水族館

31 金

トンボ玉体験
バンドクリニック

Teens Time

◆このお知らせは、再生紙を利用しています。

2017年

・表紙「おすすめイベント・カレンダー」 ／

・1ページ「幼児と親子・音楽」 ・2ページ「小中高イベント・食育」 ／

・３ページ 「八潮の風・相談員アドバイス」

◆詳しくは、

小中高生イベントの

ページをご覧ください。

ティーンズプラザ八潮（品川区立 八潮児童センター）
〒140-0003 品川区八潮 5-10-27 ／ Tel:03-3799-3000・

Fax:03-3799-3074・E-mail:jyashio@city.shinagawa.tokyo.jp

開館時間 AM9:00～PM6:00 

Teens Time（中高生タイム）PM6:00～PM7:00（火・水曜）

MEET＠YASHIO



身長・体重を測定しながら、相談員が

子育ての相談にのります。

申込み：随時受け付けています。

〔毎週月曜 11:00～14:30〕

〔毎週水曜 11:00～14:00〕

コンビカー、トランポリン、

ボールプール♬たくさんの遊具で楽しく

遊ぼう！どなたでもご利用できます！

電車好きの親子のみなさん。

日曜日・祝日のプレイルームは

電車でたっぷり遊べますよ！

美味しいお茶を飲みながら、本をたのしみませんか？八潮児童センターの1階ラウンジにブックカフェがオープンします。

ぜひみなさんお越しください！ ※詳しくは八潮児童センターにお問い合わせください。

八潮児童センターの親子のひろばスタートイベントです。

児童館や保育園で活躍している「福田翔さん」と一緒に手遊びや歌を

たのしみましょう！

親子のひろばの説明や職員紹介も行います。

お友だちと一緒に遊びに来てください！八潮っ子あつまれ!！

どんなLIVEにするか、どうやったら盛り上がるか、みんなで一緒に考えて、最高のファイナルフラッシュ

ライブにしよう！出演エントリーや説明会も行います。出演する人は参加してください。

ウクレレLIFE
3月12日(日)

14：00～15：00
対象：幼児親子から小中高校生まで

10組程度

参加費：無料（当日参加OK）

ウクレレを楽しむ親子のイベントです。

ウクレレのアンサンブルを楽しもう!

Yashi音クラブ 

バンドクリニック
3月1・8・15・22・29日（水）

15:30～17:00
OBの講師のみなさんが楽器の弾き方、

使い方など教えてくれます。

初心者から上級者まで、なんでも相談

してください。
小学6年生、9年生、高校３年生バンドの卒業を

祝うライブです。

八潮児童センターに所属するバンドの一年間の

総決算！小学生からOBまで、

みんなで盛り上げましょう。

場所：八潮児童センター Jホール

対象：Yashi音クラブ 登録バンド

※Yashi音クラブに登録していないバンドは

相談にのります。

詳しくは八潮児童センターにお問合せください。

3月14日(火)
【H.28年4月2日以降生まれの0歳児】

3月14日(火)
【H.27年４月2日以降生まれの0歳児】

3月9日(木)
【H.26年4月2日以降生まれの1歳児】

3月10日(金)
【H.25年4月2日以降生まれの

2～3歳児】

H.28年度 終了日程 H.29年度 対象年齢 H.29年度 開始日程

H.29年4月2日以降

生まれの0歳児
9月中旬～（予定）

H.28年４月2日以降

生まれの0歳児
4月18日（火）

H.27年４月2日以降

生まれの1歳児
4月20日（木）

H.26年４月2日以降

生まれの2～3歳児
4月21日（金）

クラブ名

プチみるくクラブ (火曜日)

みるくクラブ (火曜日)

ぷりんクラブ (木曜日)

パフェクラブ (金曜日)

出場選手募集！くわしくはお近くの児童センターへ!!３/7まで

「グリーンガーデニングサークル」が
育てたハーブを使ってお茶会をひらきます♪

費用：無料

12月につくったみそ

を持ち寄って、みんな

で経過報告しましょ♪

参加費：ガラス代100円

（パーツ代別）

参加対象・人数：

小学3年以上12組（先着）

ふれあいリーグにむけて練習や試合をしてレベルアップを目指し

ます。子どもと一緒に卓球してくれる大人の方も募集中です！

ガラス棒を溶かしてつくる伝統工芸品

「とんぼ玉」づくりに挑戦しましょう！

アジアアロワナやスポッテッ

ドガーが新しく仲間になった

よ！みんな会いにきてね！

普段は中学生以上しかあそ

べない「ダーツ」に挑戦し

てみよう！

品川区内外の中学生・高校生が紙を使って

鉄道ジオラマを作成して出展します。

当日は八潮児童センターのスポーツ室が

展示会場になり、Ｎゲージ部門とプラレール部門

合わせて３２作品が展示されます。

どんな作品が出展されるのかお楽しみに！


