
東中延児童センターのお知らせ  

らっこクラブ（親子のひろば 0歳児/午前10時～11時）                                           

ぺんぎんクラブ（親子のひろば 1～2歳児/午前10時～11時）                     

親子あそぼうひろば（乳幼児親子/午前10時～12時）                 

ティーンズタイム（中高生/～午後７時まで） 

品川区立東中延児童センター  ／  東中延2-5-10-3F  ℡ 03-3785-0419   
HP/ http://city-shinagawa-kodomomirai.tokyo/child/detail/936       

Mail/ jenakanb@city.shinagawa.tokyo.jp    

東中延児童センターではバンド活動を通じて小・中・高校生が

バンド活動を楽しみ、交流していく中で仲間づくりをして  

います。まずは登録会議に出席して下さい。           

●日程：５月16日（水）                 

●時間：午後４時～（小学生） 午後５時～（中高生）   

●場所：東中延児童センター３F 集会室         

●対象：小学生（４年生以上）・中学生・高校生       

※３人以上のグループで、全員そろって参加して下さい 

 ４月のお知らせ  日 曜日 午前 午後 夜 

1 火 らっこクラブ 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

2 水 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

3 木   憲法記念日   休館日 

4 金   みどりの日 

5 土   こどもの日 

6 日 

7 月 親子あそぼうひろば 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

8 火 らっこクラブ 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

9 水 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

10 木 ぺんぎんクラブ 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

11 金 ママとトランポリン  
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

12 土 全年齢トランポリンタイム 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

13 日 わっくわくランドしながわ
しながわ中央公園 午前10時３０分～午後４時

14 月 親子あそぼうひろば 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

15 火 らっこクラブ 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

16 水 抱っこボランティア講座 

前期バンド登録講座 

トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

ティーンズタイム 

17 木 ぺんぎんクラブ 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

18 金 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

19 土 パパとトランポリン 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

20 日 休館日  

21 月 親子あそぼうひろば 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

22 火 らっこクラブ 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

23 水 ベビーマッサージ 
小学生トランポリン教室       

トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

24 木 ぺんぎんクラブ 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

25 金 ママとトランポリン 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

26 土 全年齢トランポリンタイム 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

27 日 休館日  

28 月 親子あそぼうひろば 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

29 火 らっこクラブ 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

30 水 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

31 木 ぺんぎんクラブ 
トランポリン登録タイム 

トランポリンタイム 

 バンドクラブお知らせ  

ただいまお店を準備中！    

お楽しみに♪         

 カレンダーの内容について  

わたあめ        

チョコバナナ        

かき氷         

射的 

今年も「キッズナウパーティー inとうなか」の季節がやって

来た！ライブやお店屋さん、放送局など楽しいブースが盛り    

だくさん！親子から中高生までみんなで楽しもう！               

●日時：４月28日（土）午後2時～            

●場所：東中延児童センター ３階・４階             

わたあめ

チョコバナナ       

かき氷  

タピオカ      

ポップコーン 

お楽しみくじ 



幼児～小学３年生 小学生以上 利用について 

トランポリン登録タイム 午後2時30分開始 午後3時30分開始 

トランポリンタイム 午後3時～3時30分 午後4時～5時30分 

全年齢トランポリンタイム 午前10時～12時 
土曜日に実施。イベントなどで実施しない場合も

ありますので、カレンダーにてご確認ください。 

毎日実施。

事業等で実施しない場合もありますので、表面の

カレンダーにてご確認ください。

実施内容についてはお問い合わせください。  

 トランポリン利用案内  

 今月のイベント情報  

講師に教わりながらみんなでトランポリンを楽しみます。

●日時：①5月23日（金）午後３時～４時          

ああああ②６月２日（土）午後３時～４時

ああああ③６月20日（水）午後３時～４時

●対象：トランポリン登録が完了している小学1～3年生

●定員：各回10人

●場所：東中延児童センター4F 遊戯室

●講師：田代 まゆみ（日本体操協会トランポリン普及指導員）

●持ち物：飲み物、汗拭きタオル

●その他：靴下を履き、動きやすい服装で来てください

※トランポリン登録がまだの方はご相談ください     

お子さんを抱っこボランティアがお預かりし、ママ同士で   

子育てを通して思っていること、自分のこと、家族のことなど

を話し合います。

●日時：６月の毎週金曜日全５回 10時30分～12時

●対象：0歳児親子（第1子、初めて参加される方優先）

●定員：先着８組

●場所：東中延児童センター3F 集会室

●その他：保育は地域の抱っこボランティアが行います

ベビーマッサージをしながら親子のふれあいを楽しみます。                                   

●日時：5月23日（水）午前10時30分～11時30分              

●対象：０歳児親子（ハイハイ前のお子さん）        

●定員：先着10組                   

●場所：東中延児童センター3F 図書室           

●講師：有馬 裕子（公益社団法人東京都助産師会）                         

●持ち物：バスタオル、飲み物                               

品川区内在住、在園、在学の方優先です。

直接来館かお電話でお申込みください。5月1日（火）午前9時より受付開始です。

「親子ふれあいコンサート」ではパネルシアターや手遊びなど

を通してみんなで楽しい時間を共有します。うたやおはなし、

工作などお楽しみに！

●日時：6月9日（土）午前10時30分～11時30分

●対象：乳幼児親子

●定員：先着15組

●場所：東中延児童センター3F 集会室

講師に教わりながらパパとトランポリンを楽しみます。                                   

●日時：5月19日（土）①10時～11時 ②11時～12時          

●対象：平成30年４月２日現在２歳以上の幼児とお父さん    

●定員：各回8組                              

●場所：東中延児童センター4F 遊戯室           

●講師：田代 まゆみ（日本体操協会トランポリン普及指導員）

●持ち物：飲み物、汗拭きタオル                      

●その他：靴下を履き、動きやすい服装で来てください         

講師に教わりながらママとトランポリンを楽しみます。                  

親子でふれあいながら楽しい時間を過ごしましょう。                 

●日時：5月11日（金）①10時～11時 ②11時～12時      

●日時：5月25日（金）①10時～11時 ②11時～12時    

●対象：平成30年４月２日現在２歳以上の幼児とお母さん                       

●定員：各回10組                              

●場所：東中延児童センター4F 遊戯室           

●講師：田代 まゆみ（日本体操協会トランポリン普及指導員） 

●持ち物：飲み物、汗拭きタオル                      

●その他：靴下を履き、動きやすい服装で来てください              

※２歳未満のお子さんを連れての参加はご遠慮下さい     

・トランポリンは区内在住・在学・在園の方、いずれかに該当する方がご利用いただけます 

・トランポリンタイムは登録完了者がとべます           ・登録タイムは事前申込制、実技および試験を実施します   

・小学１～３年生はどちらの時間でも登録、利用が出来ます   ・詳しくはお問い合わせください  

「親育ちワークショップ」でお子さんを  

保育する抱っこボランティアを募集します。

●日時：5月16日（水）午前10時～11時   ●対象：抱っこボランティアに興味のある地域の方           

●講師：有馬 裕子（公益社団法人東京都助産師会）  ●定員：なし


