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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。

8月は夏らしいお天気の日が少なく雨続きでした。こんなに雨

ばかりだと、お家の中もｼﾞﾒｼﾞﾒしてカビが生えやすい環境になって

しまいます。カビは喘息やアトピー性皮膚炎の原因とも言われていますので、普段から発生を

予防して行く事が肝心です。特にお風呂場は1日中湿気が多いので要注意。お風呂で使うおもちゃ

にカビが発生してしまうと、何でも舐めてしまう赤ちゃんには心配です。特にシリコン製のおも

ちゃはカビが生えやすい物の一つです。一度カビが生えてしまうと、環境が変わらない限りどん

どん増え続けます。20度以上の温度と湿度、えさとなる汚れなどが原因となるので、お風呂に

入った後は冷水シャワーを掛けて室温を下げたり、換気扇を常に回しておくこと、時折おもちゃ

を天日干しにする事等でカビの発生を防ぐことが出来ます。すでに生えてしまった時には消毒用

エタノールが有効です。夏風邪と思っていたけれどいつまでも治らない時にはカビの胞子を何度

も吸い込んだ事による夏型過敏性肺炎だった！という事もあるのでご注意を！

大岩相談員のワンポイントアドバイス

実行委員会で、照明、ＰＡ、ビデオの担当を決めました。お互いの曲を聞

きながら、それぞれのバンドがカッコよく見えるよう演出を考えました。

当日はノリノリでステージも進み、応援の小学生

も巻き込み、曲に合わせ踊ったりジャンプをし、

プレイヤーもお客さんもみんなで楽しみました。

高校生達はすでに次のハロウィンライブへ向けて

動き出しています。目が離せないですね！！

今年も恒例！「パパと

一緒に遊ぼう！はぜリン

ピック」が、なぎさの森公園で行われました。今年のハゼは小

ぶりでしたが、なんと！１９８匹も釣れました！釣り上げたは

ぜは計測の後、青少年対策地区委員の皆さんによりその場で調

理されました。八潮児童センターの畑の野菜とハゼのてんぷら

に参加者は舌鼓を打っておかわりしていました。試食の後は表

彰式です。たくさん釣った太公望、大きさ勝負のＢＩＧ賞など

児童センターならではの賞に惜しみなく拍手が送られました。

杉野服飾短期大学とのコラボ事業、今年は「タイダイ染Ｔ

シャツ」と「フレアパンツ」の二本立て。ティーンズが普段着

ることにできるものというコンセプトで準備しました。学生の

準備がバッチリだったので、参加者全員が時間内にバッチリ完

成しました。そして、できあがったタイダイ染めＴシャツには

さみを入れ、デザイン化。フレアパンツにもジビッツ等をつけ

ました。29日のファッションショーに向け準備万端です！！

自分で作った服を着て、ランウェイを歩く! 杉野短大との
コラボ事業で洋服を作った9人の小中学生と洋服づくりに
は参加できなかったけど、お気に入りの洋服でランウェイ
を歩いた8人の幼、小学生。そして、4ケ月にわたって八潮
児童センターに通い準備・指導してくれた杉野短大生13人。
PA、照明スタッフの高校生。多くのお客さんの前で沢山の
拍手をもらい、どの子も一流のモデルになりきりました。

◆このお知らせは、再生紙を利用しています。

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

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・食育」 ・2ページ「小中高イベント・音楽」 ／

・３ページ 「八潮の風・相談員アドバイス」

対 象 ：誰でも可
定 員 ：500人（定員になり次第、締め切りとします）
参加費 ：1人300円
申し込み：センターで直接受付

※参加費を添えてお申し込みください。
※電話での申し込みはできません。

内 容：自分で「さんま」を七輪で焼きます。おにぎり・品川汁が付きます。
その他：雨天決行
詳細は、問い合わせください。 八潮児童センター 03-3799-3000

１ 金

２ 土

３ 日 プラレール

４ 月 親子DE遊び
コーナー

５ 火 ベビーマッサージ

子育てサロン
ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

６ 水 親子DE遊び
コーナー

畑to遊びタイ！
バンドクリニック

Teens Time

７ 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

８ 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

９ 土
やしおふれあい子どもフェスティバル

地域実行委員会
とんぼ玉体験

バンドクリニック 

10 日 プラレール

11 月
やしおBook Cafe
親子DE遊び

コーナー

12 火
親子のひろば

プチ＆みるく

ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

13 水 親子DE遊び
コーナー

バンドクリニック

Teens Time

14 木 水族館

15 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

16 土
外カフェ

畑to遊びタイ！

17 日 プラレール ウクレレ Life

18 月 プラレール

19 火
親子のひろば

プチ＆みるく

ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

20 水 親子DE遊び
コーナー

子育てサロン

小ミニライブ
PDMF出演者
会議
Teens Time

21 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

22 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

23 土 パパの出番だ！100%さんま主義

24 日 プラレール

25 月 親子DE遊び
コーナー

26 火
親子のひろば

プチ＆みるく

ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

27 水
バンドクリニック

Teens Time

28 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

29 金
親子のひろば

ぱふぇ
応援講座

卓球倶楽部

30 土
しながわ夢さん橋
パワードリームミュージックフェスタ
2017 小学生の部（大崎ゲートシティホール）

10/

1 日
しながわ夢さん橋
パワードリームミュージックフェスタ
2017 中学生の部・高校生の部
（大崎ゲートシティホール）
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地域のボランティアサークルが

育てたハーブでお茶会を開きます♪

費用：無料

時間：10:30～14:00

参加費：300円（申込時徴収）

持ち物：おさら、はしなどの食器

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。 ※申込み不要です。

☆ぷちみるくクラブが9月から新たにスタートします☆

●ぷちみるくクラブ（H29.4.2以降生れの0歳児） 毎週火曜 9/12(火)～

●みるくクラブ（～H29.4.1生れの0歳児） 毎週火曜 9/12(火)～

●ぷりんクラブ（1歳児） 毎週木曜 9/7(木)～ ※9/14(木)はおやすみ

●パフェクラブ（2～5歳児） 毎週金曜 9/8(金)～

幼稚園ってどんなところ？

施設見学をして疑問を解決しましょう！

定員はありませんが人数把握のため

事前の申し込みが必要です。

ベビーマッサージはコミュニケーション！

助産師さんに教えてもらいながら

赤ちゃんとふれ合いましょう♪

定員：15組(先着順、電話可)

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！

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！

日曜日と祝日はパパと一緒にプラレールを

部屋いっぱいにひろげてあそぼう！

10月7日(土)に今年度2回目の八潮学園7年生

と赤ちゃんのふれあい事業があります。中学生とのふ

れあいに参加協力していただける親子大募集！

詳細は親子のひろば等でお知らせします。

普段は中学生以上しか遊べない「ダーツ」に挑戦して普段は中学生以上しか遊べない「ダーツ」に挑戦して普段は中学生以上しか遊べない「ダーツ」に挑戦して

みよう！みよう！みよう！ ５年生から参加できます５年生から参加できます５年生から参加できます

参加費：ガラス代100円 パーツ代別

参加対象３年生以上 先着８名

乳幼児親子から高校生まで

だれでもOK♪

４つのコードをマスターすれば

いろんな曲が弾けちゃうぞ！

１７日（日）

１４：００～１５：００

「シニアビリヤードスタッフ」と

ビリヤードを楽しもう！

ライセンスのない人も、スキルアップ

したい人も５年生以上から参加できます！

OB講師のみなさんが楽器の使い方や

コツを丁寧に教えてくれます。

うまくなりたい人集まれ！！

9月30日・10月1日に行われる「パワド」に向けて、

バンド登録している小学生全員で会議をします。

大事な会議なので必ず参加してください！！

八潮水族館では空前のベビーラッシュ！

キミは何匹の赤ちゃんを

見つけられるかな？

水槽をきれいにしながら

みんなで探してみよう！！

日頃の練習の成果を今こそ発揮！

たくさんのオーディエンスと

演奏を楽しもう！！バンド登録

している人はもちろん、みんなも

一緒に盛り上がろう♪

はじめての人も強くなりたい人も、

卓球倶楽部に集まれ！！

卓球をみんなで楽しみながら

腕を磨こう！

帰りの時間はおうちの人と相談してね。

10月29日（日）

昭和＆平成卓球大会

開催！！！！

水槽をきれいにしたり

お魚のお世話をする

係です。

誰でも登録できるよ！


