
７月 マジックバルーン！ 日時：７月１日（日） 午後２時～午後３時

８月 水族館で遊ぼう♪ 日時：８月 5日（日） 午後２時～午後３時

家庭の日のイベント

７月２１日（土） 午後２時～午後４時３０分

会場：東品川児童センター４Fホール

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！

今回、初ライブの小学生も頑張って練習してきまし
た。小学３年生バンドも出場予定です。ぜひ、みなさん
応援にいらしてください。

スタッフ会議について

中学生以上のスタッフは、ライブスタッフとしても活躍
してもらいます。出演者以外のスタッフももちろん募集
中です！

〈スタッフ会議の日程〉

(どれかに参加してください)

①７月２０日（金）

午後５時～午後５時４５分

②７月２１日（土）

午前９時１５分～午前１０時

サマーライブ

乳幼児フェスタ

2018 ひがし

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

しながわ

ペンギン
H29.4.2生まれ～毎週水曜
午前１０時３０分～午前１１時３０分

イルカ
H28.4.2生まれ～毎週木曜
午前１０時３０分～午前１１時３０分

クジラ
H26.4.2生まれ～毎週月曜
午前１０時３０分～午前１１時３０分

ラッコ
H30.4.2生まれ～毎週火曜
午前１０時３０分～午前１１時３０分

ミルフィーユ（幼児ダンス）

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（小学生ダンス）

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）

卓球クラブ
毎月第３金曜
午後 ４時～午後 ５時３０分

７月７日（土）

午前１０時３０分～午後１２時３０分

会場：東品川児童センター

対象：乳幼児親子

東品川児童センター乳幼児イベント！あそびうたス

テージ、エアトランポリン、プラ電車コーナーな

ど、楽しいことが盛り沢山！大人も、子どもも、み

んなでわいわい遊ぼう！

日 曜日 午前 午後 夜

1 日

2 月 クジラ
ティーンズタイム

(午後６時～７時)

3 火

4 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)

5 木 イルカ
ミルフィーユ

クラッカー

6 金

7 土

8 日

9 月 クジラ
ティーンズタイム

(午後６時～７時)

10 火

11 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)

12 木 イルカ
ミルフィーユ

クラッカー

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火

18 水
バンドやろうよ

館長杯卓球大会

ティーンズタイム

(午後６時～７時)

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月
ティーンズタイム

(午後６時～７時)

24 火

25 水
ティーンズタイム

(午後６時～７時)

26 木 乳幼児プール開放スタート

27 金

28 土

29 日

30 月
ティーンズタイム

(午後６時～７時)

31 火

日曜開館・家庭の日のイベント「マジックバルーン！」

日曜開館

日曜開館

日曜開館

サマーライブ

祝日開館

日曜開館　(しなフェス・品川第一地区まつり)



ネウボラ相談員・こさちゃん ひとことアドバイス♪

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。

これからの季節、蒸し暑い日が続きますね。お子さんたち

の外遊びにも配慮が必要になってきますが、その中のひとつ

が虫刺されです。子どもたちの大好きな公園などは、やぶ蚊

がぶんぶん飛んでます！小さなお子さんたちは肌も弱いです

し、最近は蚊を介しての感染も問題となっているので、虫除

けは必要です。また、肌の露出を少なくして通気性の良い長

袖を着るのも効果的です。それでも刺されてしまったら、搔

き崩してとびひになってしまわないように、爪は短く切って

おいたり、刺された箇所を清潔にしておいたりしましょう。

暑い夏は体力も消耗しますが、子どもたちは遊びに夢

中。ちょっとした疲れから体調も崩しやすくなりますから、

いっぱい遊んだあとは、休む時間も大人が確保してあげてく

ださいね。

子育てネウボラ相談員 相談日・月曜日～木曜日

いつでもお気軽にご連絡ください。 

スラックラインクラブ
日時：７月４・１１日（水） 午後3時～午後5時

※夏休み期間中は、お休みです。

対象：小学生以上（幼児親子も可）

持ち物：飲み物・タオル

内容：ＮＥＷスポーツのスラックラインの技の指導を通

してスラックラインに慣れ、楽しさを体験します。

スラックラインインストラクターの我妻吉信さんに指導し

ていただきます。指導日は、７月４・１１日の予定です。

しなフェス・品川第一地区まつり

乳幼児プール開放のお知らせ
対 象 乳幼児とその保護者

場 所 ４階ウッドテラス

期 間 ７月２６日(木)～8月2７日(月)

午前10時30分～午後3時

(土・日・祝日は、お休みです)

〈注意事項〉

・利用当日、３階の受付カウンターで「乳幼児プール開放・利用簿」に

名前を記入します。事前の登録や、ぎょう虫卵検査の必要はありません。

・体調不良や伝染性の病気(手足口病・とびひ・結膜炎等)のお子さんは

ご利用をご遠慮ください。

・ビーチサンダル、水着の着用をお願いします。

（水遊び用の紙おむつの使用可）

・水質管理のため、塩素剤を入れて消毒をしています。

・プール期間中、ウッドテラスで物を食べる事は衛生上できません。

熱中症予防のため、水分補給はウッドテラス上でこまめに行いましょう。

・天候が悪い時は中止となります。毎朝９時に判断致します。

心配な場合は、お問い合わせください。

★その他詳しいことは、受付カウンターにある「利用案内」をご覧ください。

日時：７月１５日（日） 会場：品川学園

しなフェスは、午後1時～開始です。東品川児童センターか

らは、幼児ダンスと小学生ダンス(午後２時４５分～予定)が

参加します。4月から練習してきた成果を発表します。かわ

いい子どもたちのダンスを応援にきてください！！ 卓球クラブ
日程：7月１８日（水）・８月３日（金）

時間：午後4時～午後5時３０分

対象：小学生以上 定員：15人

持ち物：タオル・飲み物・ラケット（ある人）

鯨岡直子先生に指導していただきます。親子での参加もOK

です。７月１８日(水)は、館長杯卓球大会を行います。８月

３日(金)は、ふれあい卓球大会に向けての特別練習です。

日時：８月２・３日（木・金） 午後２時～ 午後４時

対象：小学生以上（幼児親子も可） 定員：なし

参加費：無料の為、材料がなくなり次第終了します。

持ち物：持ち帰るための袋

内容：トイレットペーパーの芯を使って弓矢を作ります。出来たら、

的に向かって飛ばします。

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。

日時：８月１６・１７日（木・金） 午後２時 ～ 午後４時

対象：小学生以上（幼児親子も可） 定員：なし

参加費：無料の為、材料がなくなり次第終了します。

持ち物：持ち帰るための袋。

内容：割りばしと紙で、ひこうきを作って飛ばします。

日時：８月８・９日（水・木） 午後２時～ 午後４時

対象：小学生以上（幼児親子も可） 定員：なし

参加費：無料の為、材料がなくなり次第終了します。

持ち物：持ち帰るための袋

内容：カラフルに色を塗って、オリジナルブンブンごまを作ります。

日時：８月２０日～２４日（月～金） 午後２時～午後４時３０分

対象：小学生以上の卓球大会に参加する子 定員：なし

持ち物：タオル・飲み物・ラケット（ある人）

内容：８月２５日（土）に行われるふれあい卓球大会に向けて、集中練

習をします。２１日（火）・２４日（金）は、鯨岡直子先生に指導して

いただきます。大会への参加申込みを受付中です。詳しくは、児童セン

ターまでお問い合わせください。

ブンブンごま

紙ひこうき

卓球大会参加選手強化週間！！

弓矢であそぼう


