
１ 日 プラレール ウクレレ  
  で遊ぼう！ 

２ 月 親子DE遊び 
  コーナー 

 

３ 火 
親子のひろば 

みるく 

子育てサロン 
ビリヤード交流 
ダーツの日 

Teens Time 

４ 水 親子DE遊び 
  コーナー 

八潮まつり
STAFF会議 
Teens Time 

５ 木 
親子のひろば 

ぷりん 水族館 

６ 金 
親子のひろば 

ぱふぇ 
卓球倶楽部 

７ 土  とんぼ玉体験 
バンドクリニック 

８ 日 プラレール ウクレレ  
  で遊ぼう！ 

９ 月 親子DE遊び 
  コーナー  

10 火 
親子のひろば 

みるく 
ビリヤード交流 
ダーツの日 

Teens Time 

11 水  

八潮まつり
STAFF会議 
Teens Time 

12 木   

13 金   

14 土 八潮まつり① 

15 日 八潮まつり② 

16 月 プラレール  

17 火  
ビリヤード交流 
ダーツの日 

Teens Time 

18 水 親子DE遊び 
  コーナー 

子育てサロン 

八潮まつり
STAFF会議 

Teens Time 

19 木  水族館 

20 金  卓球倶楽部 

21 土  スラックライン 
バンドクリニック 

22 日 プラレール 
ウクレレ  
  で遊ぼう！ 

23 月 
やしおBook Cafe 

乳幼児プール 
打ち水大作戦 

     3:00～・ 

24 火   そうめん食堂 
  ・11:30～ 

ビリヤード交流 
ダーツの日 

Teens Time 

25 水  Teens Time 

26 木  水族館 

27 金  卓球倶楽部 

28 土    畑to遊びタイ！ すぺしゃる 

29 日 プラレール 
ウクレレ  
  で遊ぼう！ 

30 月   

31 火  
ビリヤード交流 
ダーツの日 

Teens Time 

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  

  2018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」 

◆このお知らせは、再生紙を利用しています。 

杉野服飾大学短期大学部 ×ティーンズプラザ八潮 



今年も乳幼児プールがはじまります。暑さに負けず、 

たくさんあそびましょう！水分補給も忘れずに☆ 

      児童センターでプールカードを発行します 

         プールカード発行日：7月１８日(水)～ 

         対象：乳幼児  費用：無料 

         ＊日常オムツを着用しているお子さんは 

          「水遊び用紙オムツ」に 

          はき替えてご利用ください。 

         ※詳しくは児童センターへ 

          お問いわせください 

ぷちみるく（H30.4.2生～の0歳児） 

9月18日（火）～ 毎週火曜 

みるく（0歳児） 

9月18日（火）～ 毎週火曜 

ぷりん（1歳児） 

9月6日（木）～ 毎週木曜 

パフェ（2～5歳児） 

9月14日（金）～ 毎週金曜 

＊クラブは10：30～11：30です。 

夏休み中は親子のひろばはお休みです。 

2学期は下記の通り始まります。 

新たに「ぷちみるく」が加わります。 

八潮学園の７年生と乳幼児親子の皆さんが交流をする時間で

す。一緒に遊んだりお話をしながら、「命の大切さ」や「赤

ちゃんとの接し方」を学んでいきます。新しい出会い、異世

代交流を体験しませんか？意外な共通点が発見できるか

も…！ みなさんの参加をお待ちしています！！ 
詳しくは児童センターまでお問い合わせください。 

美味しいお茶を飲みながら本を

楽しみましょう♪季節に合った

絵本や、大人向けの雑誌なども

揃えています！ 

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。お気軽にお

越しください♪ 

自由に！大きく！！ 

プラレールを思い切り広げて遊ぼう！ 

 ２・９日（月）       11:00～14:30 

 ４・１１・１８日（水）11:00～14:00 
 ※夏休み期間中（7/20～8/31）は 

  お休みです 

４つのコードを覚えればすぐ弾ける！ 

だれでも気軽に始められます♫ 

初心者も、経験者も集まれ！！！ 

八潮まつりの野外ステージに
向けて一足お先にミニライブ
を開催します！Yashi音クラブ
メンバーはもちろん、 

観客席もみんなで一緒に 盛り上がろう！！ 

練習の仕方が分からない、かっこいい 

フレーズができるようになりたいetc…。 

バンドのお悩みに合わせて、OBになった 

センパイが丁寧に教えてくれます！ 

対象：Yashi音クラブメンバー 



児童センターは「出店」に「ライブ」 

「プロレスショー」そして今年は 

「フラッシュモブ❕❕」の超豪華4本立て。 

遊んで☆食べて☆スタッフをして☆ 

みんなで八潮まつりを盛り上げよう！ 

 

フラッシュモブは事前に練習します。 

みんなでダンスを覚えよう！  山田 晴琉 作「ペン太」が優勝❕❕ 

これからデザインをワッペンにします。 

楽しみに待っててね！ 

練習日：７月3日、10日 PM7時～7時30分（対象：地域の大人） 

 ※子どもたちはスタッフ会議の中で練習します。 

今年度初めて「フラッシュモブ」を行います。 

今回は品川区PRソング「Promise～シナガワにきっと」を曲に使い 

 踊ります。たくさん練習して、八潮まつりを盛り上げよう！ 

出店・出演に向けてみんなで話し合いや作業をします。 

みんなで八潮まつりを盛り上げよう！  

日程：７月4日、11日、18日（打ち上げ会） 

時間：PM 4時～5時（小学生スタッフ） 

   PM 6時～7時（中高生スタッフ） 

参加費：ガラス代100円  

（パーツ代別） 

対象：３年生以上 先着10名 

一緒にダーツで遊んでルールを覚えよう！  

ルールも覚えたしほかの日にもやりたい！ 

そんな時は・・ライセンス取得をしよう。 

シニアボランティアと一緒にビリヤードを 

楽しもう！初心者の人も大歓迎！ 

ボランティアの方が優しく打ち方から 

教えてくれます。 

誰でも参加OK！ 

みんなの力で地球を涼しくしよう！ 

「あずきゃん」こと吾妻さんが 

優しく丁寧に乗り方を教えてくれます。 

初めての人も大歓迎❕❕ 

デモンストレーションも行います。 

１5：００～１7：００ 

生き物の住み良い環境を整える 

アクアキーパー！ 

生き物を守りつづけるのは・・君だ！ 

1年生から参加できます！ 

帰る時間はおうちの人と相談してね！ 

対   象：小学６年生以上   

定   員：8人（先着） 

申込み：7/4(水)開始  

夏休みは児童センターに「そうめんキープ」 

お昼の時間はみんなでそうめんを食べよう！ 

児童センターにマイそうめんを持ってきて 

キープしよう！畑でとれた野菜でおかず 

も作って、みんなでそうめんランチをしよう！ 

         参加費：無料 

児童センターの畑で作った夏野菜を使って 

生地から作ったオリジナルピザを 

作って食べよう！ 
 

参加費：100円   定員：70人 

申込み：7/21(土)締切  

※申込時に参加費を徴収します。 
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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  七夕はお子さんと一緒に楽しめる行事の１つですが、最近では 

笹の入手も難しくなっているため特に何もしないというご家庭も 

多いかもしれません。でも、子供の頃にママ達も短冊にお願い事を書いてワクワクした 

経験があるのではないかなと思います。七夕飾りは織姫伝説に基づいて針仕事等の上達 

を願う風習から来ているので、親子で一緒に何か頑張れることを探しながら楽しく短冊を 

書いてみてはいかがでしょうか。一緒に夜空を見上げながら七夕のお話を読み聞かせる 

のも楽しいですね。七夕にまつわる絵本も色々出ているのでお気に入りの一冊を探してみては？八潮児童センターに

も毎年立派な七夕飾りがあります。ぜひお子さんと一緒に短冊にお願い事を書きにいらしてくださいね！ 
 

✾お知らせ✾ ネウボラ相談員は月に何度か不在の日がありますので、在館しているかの確認の為にもお手数ですが予約をお願い致します。 

予約がなくても在館時はいつでも相談をお受けしていますので、お気軽にお声掛け下さい。 

今年も日本ビリヤード普及指導員

の関さんを講師にお呼びし、ビリ

ヤードの楽しさをたくさん教えて

いただきました。中高生と一緒に

楽 し み た い「シ ニ ア ボ ラ ン テ ィ

ア」が5名誕生しました！関さんの

トリック 

ショットに 

参加者みん 

な魅了され 

ました。 

今年畑で育てたジャガイモ
が、小粒だけど大収穫！！ 
メニューは『ポテトチップ
ス』『い も も ち』『じ ゃ ガ
レット』の3種類。自分の手
で作りました。まるまる１ヶ
のジャガイモを自分で好きな
ように調理をします。『ポテ
トチップ』が大人気 !!スライ
サーで気をつけてスライス
し、揚げました。揚げたての
ポテチのおいこと！！いもも
ち、じゃガレットの3種類制
覇の強者も！！ 

ふしぎスポーツスラックラインを 

体験をしました。テレビ等で見た 

ことがある人が多く、どんどんラ 

インにのってみました。ママ達も 

すっかりはまり?!子ども達と競い 

あっていま 

した。7月 

は元日本チ 

ャンピオン 

が来ます!! 

ぜひ来てね。 

160人超の乳幼児家族が参
加し楽しい交流の時間を持
ちました。年齢に合った種
目を頑張る姿を家族に見て
もらいました。パパ競技で
はパパ達が協力しかっこい
いツタンカーメンを製作し
ました。小・高校生スタッ
フは音響、司会、道具係と
して活躍。障害物競走では
優しくサポートし、メダル
をかけていましたね。運動
会終了後は恒例のカレーで
さらに交流を深めました。 


