
ペンギン
H28.4.2生まれ～毎週水曜
午前１０時３０分～午前１１時３０分

イルカ
H27.4.2生まれ～毎週木曜
午前１０時３０分～午前１１時３０分

クジラ
H25.4.2生まれ～毎週月曜
午前１０時３０分～午前１１時３０分

ラッコ
H29.4.2生まれ～毎週火曜
午前１０時３０分～午前１１時３０分

アクティブママ＆ミルフィーユ

隔週木曜
 午後 ３時～午後 ３時４５分

スラックラインクラブ
毎週水曜
午後3時～午後5時

クラッカー
毎週木曜
 午後４時～午後４時４５分

バンドやろうよ毎週水曜
午後 ３時～各４５分
　　　（～午後 ５時４５分）

3月に玄関周辺の工事を予定しています。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解と

ご協力のほどよろしくお願いします。

スプリングライブ

各事業の申し込み、お問い合わ

せは日曜・祝日を除く平日にお

願いします。毎週月曜日、水曜

日は中学生以上が午後7時まで

児童センターを利用できます。

2018 ひがし しながわ

しながわパパママ応援サイト：http://city-shinagawa-kodomomirai.tokyo/
E-mail：jeshina@city.shinagawa.tokyo.jp

日 曜日 午前 午後 夜

1 木 イルカ
ミルフィーユ

クラッカー

2 金 卓球やろうよ

3 土

4 日

5 月 クジラ
ティーンズタイム

(午後６時～７時)

6 火 ラッコ

7 水 ペンギン
バンドやろうよ

スラックライン

ティーンズタイム

(午後６時～７時)

8 木 イルカ クラッカー

9 金 卓球やろうよ

10 土

11 日

12 月 クジラ
ティーンズタイム

(午後６時～７時)

13 火 ラッコ

14 水 ペンギン
バンドやろうよ

スラックライン

ティーンズタイム

(午後６時～７時)

15 木
ミルフィーユ

クラッカー

16 金 ライブ直前練習

17 土 スプリングライブ

18 日

19 月
ティーンズタイム

(午後６時～７時)

20 火

21 水

22 木

23 金

24 土 ダンス発表会

25 日

26 月
ティーンズタイム

(午後６時～７時)

27 火

28 水 スラックライン発表会
ティーンズタイム

(午後６時～７時)

29 木

30 金

31 土

東海七福神めぐり(児童センター版)

日曜開館・家庭の日のイベント(おはなし探検隊)

日曜開館

日曜開館

日曜開館

ふれあい卓球リーグ2018

祝日開館

3月17日（土）

会場：東品川児童センター

時間：午後2時～午後4時半

学期に一度行う東品川バンドクラ

ブの交流イベント「定期ライブ」で

す。４階のホールが大変身！迫力の

ある音響、かっこいい照明のもと

で、熱い演奏が繰り広げられます！

ぜひ、みなさん応援してください！

ダンス発表会

スラックライン発表会

3月24日（土）

会場：東品川児童センター

時間：午前10時～正午

幼児ダンスクラブ「ミルフィー

ユ」小学生ダンスクラブ「クラッ

カー」の1年間の成果を発表しま

す。修了式も行います。子どもたち

の頑張る姿を、ぜひ、みなさん応援

してください！

(戸越体育館)

3月28日（水）

会場：東品川児童センター

時間：午後2時～午後5時

スラックラインクラブの1年間の成

果を発表するイベントです。4階の

ホールを使用して行います。講師の簡

単な演技や体験も行います。ご参加お

待ちしています♪



ネウボラ相談員・こさちゃん

ひとくちアドバイス♪

児童センターでたくさんの小さな子どもたちに会

うようになり、子どもたちのもつ大きな力を改めて

感じています。目に見えるような動きの発達（寝返

り、お座り、ハイハイ・・・）はもちろん、イヤイ

ヤを始めとする自己主張や我慢などの心の発達など

も目覚しく、本当に驚きます。そういった場面に出

会うたび、子どもたちの内側で日々どんなことが起

こっているのか想像するのは楽しいものです。どん

なつもりで動いているのかな、何を試しているのか

な・・・。思わず笑ってしまうこともあれば、健気

さに切なくなってしまうこともあります。こちらの

心もあったかく柔らかくしてもらっています。

子育てネウボラ相談日・月曜日～木曜日

日程：3月2・9日(金)
時間：(低学年) 午後4時～午後5時

(４年生以上)午後4時半～午後5時半
対象：小学生以上 定員：各15人

持ち物：水、タオル。(持っている方はラケット)
「卓球やろうよ」は4月から月1回のクラブになります。
詳細は4月号のお知らせを見てください。

東品川児童センターの約束

・センターに来たら受付で名前を書きましょう。災害時の安全確認のため退館する時はチェックをつけてください。

・ランドセルは家においてから遊びにきてください。また、制服と学校の体操着は着替えてから遊びにきてください。

・個人の持ち物は自己管理をしましょう。ゲーム機やカード、お金などの貴重品の管理は、特に気をつけてください。

家庭の日のイベント
おはなし探検隊

日時：3月 4日(日)

午後14時～14時半

日程：3月7・14日(水)

時間：午後3時～午後5時

対象：小学生以上（幼児親子も可）

全部の日にちにスラックラインインストラクターの我妻
吉信さんが指導してくださいます。14日は検定日、28
日は1年間の成果を披露する発表会です。

スラックラインクラブ

ダン★フェス
クラッカーがダンスを披露し
ました！

絵本の読み聞かせ

や手遊びなど、み

んなで楽しめるお

はなし会です♪

バンドやろうよ

卓球やろうよ

平成30年度.親子のひろばスタート

クラス 対象 曜日 時間(午前) 開始日

ペンギン
０歳児親子

平成29年
　4．2以
降生まれ

毎週
水曜日

10時30分
～

11時30分

平成30年

4月11日

イルカ
１歳児親子

平成28年
　4．2以
降生まれ

毎週
木曜日

10時30分
～

11時30分

平成30年

4月12日

クジラ
2,3歳児親子

平成26年
　4．2以
降生まれ

毎週
月曜日

10時30分
～

11時30分

平成30年

4月9日

ラッコ
H30.4.2以降

生まれの0歳

☆毎週火曜日、平成30年9月より実施予定
　詳細は月のお知らせにてお伝えします。

①小学生ダンス クラッカー(毎週木曜日)

平成30年度 小学1年生～3年生 20名程度

②幼児ダンス ミルフィーユ(隔週木曜日)
平成24.4.2～平成26.4.1生まれの

幼児 20組程度

H30年度ダンスクラブ募集

★①、②の両クラブともに定員超過の場合は抽選
となる場合があります。詳細につきましては、4
月号のお知らせをご覧ください。

日程：3月7・14日(水)

※事前に登録が必要です。

東品川児童センターに登録しているバンドは、講師の先
生に教えてもらうこともできます。品川区在住・在学の
小学4年生～高校生で2名以上で構成されているグループ
は、バンドとして登録することができます。登録説明会
は、事前に予約してください。

午後３時～午後６時

一コマ45分（月に２コマ）

イベント報告 ティーンズ観光ボランティア育成講座
沢山の小学生や高校生が参加してくれました！
3月4日(土)の東海七福神めぐりで活躍します！

小学生バンドフェスタ
ミュージックスター☆、クローバー、
RINNE、emerald greenの4バンドが出場
しました！


