
東中延児童センターのお知らせ  

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    

・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） 

 カレンダーの内容について  

 8月のお知らせ  

 バンドクラブのお知らせ  

日 曜日 午前 午後 夜 

1 水 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

2 木 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

3 金 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

4 土 親子ふれあいコンサート 
全年齢トランポリンタイム ティーンズタイム 

パワードリームミュージックフェスタ実行委員会 

5 日 休館日 

6 月 
親子あそぼうひろば 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

7 火 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

8 水 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

9 木 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

10 金 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

11 土 山の日 休館日 

12 日 休館日 

13 月 
親子あそぼうひろば 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

14 火 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

15 水 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

16 木 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

17 金 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

18 土 全年齢トランポリンタイム 
全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

19 日 休館日 

20 月 
親子あそぼうひろば 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

21 火 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

22 水 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 
ティーンズタイム 

23 木 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

24 金 
全年齢トランポリンタイム 

ちゃぷちゃぷプール 
全年齢トランポリンタイム   

25 土 全年齢トランポリンタイム 全年齢トランポリンタイム ティーンズタイム 

26 日 休館日 

27 月 親子あそぼうひろば 
全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

28 火 全年齢トランポリンタイム 
全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

29 水 全年齢トランポリンタイム 
夏休みさよならシャッフルライブ出演者会議 

全年齢トランポリンタイム ティーンズタイム 

30 木 
ぺんぎんクラブ         

全年齢トランポリンタイム

全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

31 金 全年齢トランポリンタイム 
全年齢トランポリン登録タイム 

全年齢トランポリンタイム 

▲6月に実施したふれあいコンサートの様子です                                   

ふれあいあそびや、パネルシアター、うたなど親子

で楽しめるプログラムが盛りだくさん！パパの参加

も大歓迎です。（もちろんママでもOK！）                                    

手作り楽器の              

おみやげもあります！

●日にち：8月4日（土）                    

●時 間：午前10時30分～11時30分              

●場 所：東中延児童センター ３階集会室      

●対 象：乳幼児親子             

●定 員：先着15組                                     

●日時：9月1日(土)午後2時～（予定） 

           出演者会議 8月29日(水)午後4時～ 
●会場：東中延児童センター 集会室(T-Place絆) 
●対象：出演/TBCメンバー・絆スタッフOBOG 
    観客/どなたでもご覧になれます。 
●内容：とうなかバンドクラブ「夏休みさよなら 
    シャフルライブ」を開催！ 
    夏休みの終わりにはバンドクラブのライブ 
    で盛り上がろう！いつもと違うメンバーで 
    組んだシャッフルバンドの演奏にも注目！ 

ＴＢＣ(とうなかバンドクラブ)



 ８・９月のイベント情報  

パワードリームミュージックフェスタは小学生から高校生まで 

が参加する「街を元気にする品川発のバンドコンテスト」！

今年で20回目を迎えます。ステージスタッフや会場の装飾など

得意分野で力を発揮してくれる実行委員を大募集！

みんなで楽しい2日間にしよう！

★9月29日（土）と30日（日）に開催されます

●日時：8月4日（土）午後6時30分～8時（予定）

●場所：東中延児童センター３F 集会室

●対象：過去に児童センターでバンド活動していたOBOG、

ああああ児童センターでボランティアをしている方、     

ああああ児童センターでバンド活動している現役高校生

品川区内在住、在園、在学の方優先です。申し込みはご本人の分のみ受け付けます。

直接来館かお電話でお申込みください。８月１日（水）午前9時より受付開始です。

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：９月  1日（土）午後３時～４時                

ああああ９月19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、汗拭きタオルなど                      

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

夏休みの間、4階のベランダにビニールプールを設置し、  

「乳児専用ちゃぷちゃぷプール」を実施します。暑い夏、        

児童センターの水遊びで涼しい時間を過ごしませんか？

●期間：7月23日（月）～8月24日（金）        

ああああ（土日祝日はお休みです）              

●時間：午前10時30分～午後1時                        

●場所：東中延児童センター4F ベランダ          

●対象：0・1・2歳児親子                     

●持ち物：水着または水遊び用のオムツ、タオルなど      

●その他：荒天時にはプール開放を中止することがあります。   

ああああああらかじめご了承ください。                                  

★お昼（12時～1時30分）はトランポリンはお休みです   

・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

・詳しくはお問い合わせください  

遊戯室にボールプールやミニトランポリン、

おままごとが登場！最後はみんなでお片付けをして

パネルシアターや大型絵本を楽しみます。

お好きな時間にお越しください。

●日時：毎週月曜日 午前10時～12時

●対象：乳幼児親子

●場所：東中延児童センター4F 遊戯室

※申し込みは必要ありません

★夏休み期間中も実施中！★

全年齢トランポリン登録 全年齢トランポリンタイム 利用について 

午前 × 
午前10時～12時                    

（月曜日はお休みです） 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。  午後 午後1時30分開始 
午後2時30分～5時30分      

（登録のない日は午後1時30分～） 

 トランポリン利用案内 （夏休み期間中 7/23～8/31） 

９月よりらっこクラブ（０歳児）を２つに分けて活動する予定  

でしたが、２学期も今まで通りの時間帯で変わらず実施します。

お母さん同士が仲良くなり、子育て仲間と過ごす楽しい時間を  

大事にしていきます。※定員や申し込みは必要ありません

★身長体重測定 ★手形足型 ★季節の工作 など


