
■開館時間：月曜日～土曜日9:00am～6:00pm 
日曜・祝日・年末年始は休館です。

■ティーンズタイム：毎週水曜日・金曜日は7:00pmまで開館しています 。
（6:00pm以降は中学生・高校生が利用できます）

■住所：品川区西大井6-1-8 電話：03-3785-7834   
メールアドレス：jfujimid@city.shinagawa.tokyo.jp

■駐輪場はスペースが限られています。お近くの方は、
徒歩でのご来館をお願いいたします。

ミュージカル俳優イッツフォーリーズさん指導のもとティーンズ
ミュージカル体験ワークショップを開催しました。昨年までの経験
者に新メンバーを加え、６年生から高校生までの１４人が参加しま
した。今回はダンスをテーマにしたワークショップでした。全身を
使ったゲームや、チームに分かれてのダンスでたくさん汗を流し、
表現を学びました。初めて参加したメンバーもすぐに仲良くなり、
楽しい時間を過ごしました。メンバーも募集中です。

～忘れ物、落し物について～
冨士見台児童センター内での、忘れ物、落し物は、一定の期間が過ぎても持ち主が見つからな   

い場合は、処分させていただきます。

◆ゲーム、カードなどは、自分で管理し、貴重品、大切なものは持ってこないように
しましょう。

５月は助産師さんに赤ちゃんとふれあう、ベビーマッサージ

の方法を教えていただきました。パパたちはいつもより少し高

い声で赤ちゃんに声をかけながらやさしくマッサージしていま

した。体中をやさしくマッサージしてもらった赤ちゃんは気持

ちよくて寝てしまう子もいるなど、パパも赤ちゃんも笑顔いっ

ぱいの時間になりました！

日時：水曜日 4:00pm～5:00pm
対象：品川区在住、在学の小学生以上
定員：15名（若干名空きあり）
講師：ダンスコース ：五十嵐 久美子 先生

ミュージックコース：中山 圭 先生

親子で全身を使っての遊びや運動を楽しみます！
日時：金曜日 ①年少コース 2:30pm～3:10pm

②年中・年長コース 3:20pm～4:00pm
対象： ①品川区在住、在園のH30年4月2日現在3歳と

その保護者
②品川区在住、在園のH30年4月２日現在4,5歳と
その保護者

定員：各16組（若干名空きあり）
講師：岩渕 美奈子 先生

児童センター合同イベント「わっくわくランドしながわ」をし

ながわ中央公園で開催しました。冨士見台児童センターは「あそ

び研究所」を実施。小学生を中心に幼児さんから大人までたくさ

んの参加がありました。「メインのひろば」では、しっぽとり・

鬼ごっこ・ドボン等をみんなで一緒にあそび、「あそびチャレン

ジ」では、コマ相撲・クツとばし・缶つみ等に挑戦しました。異

世代が同じあそびで楽しみながら交流することができました。

品川区立冨士見台児童センター（ティーンズプラザ冨士見台）

日 月 火 水 木 金 土

1(ティーンズタイム)
親育ちワークショップ①

親子リズム

フィットネス

あそび研究所

2

インラインプラザ

マンスリーバスケ

3 4

ぽかぽかタイム

5

りんごクラブ(2,3歳)

6(ティーンズタイム)

さくらんぼクラブ(０歳)

インラインプラザ

ダンス＆ミュージック

7

いちごクラブ(１歳)

8 (ティーンズタイム)

親育ちワークショップ②

9

なかよし運動会

インラインプラザ

10 11

ぽかぽかタイム

12

りんごクラブ(2,3歳)

13(ティーンズタイム)

さくらんぼクラブ(０歳)

インラインプラザ

ダンス＆ミュージック

14

いちごクラブ(１歳)

15(ティーンズタイム)

親育ちワークショップ③

親子リズム

フィットネス

16

インラインプラザ

マンスリーバスケ

17 18

ぽかぽかタイム

19

りんごクラブ(2,3歳)

保健センター連携

「トイレトレーニング

について」

20(ティーンズタイム)

さくらんぼクラブ(０歳)

保健センター連携

「離乳食の進め方に

ついて」

インラインプラザ

ダンス＆ミュージック

21

いちごクラブ(１歳)

22(ティーンズタイム)

親育ちワークショップ④

あそび研究所

23

インラインプラザ

24 25

ぽかぽかタイム

26

りんごクラブ(2,3歳)

27(ティーンズタイム)
さくらんぼクラブ(０歳)

ベビーマッサージ

インラインプラザ

ダンス＆ミュージック

ティーンズミュージカル

28

いちごクラブ(１歳)

29(ティーンズタイム)

親育ちワークショップ⑤

中学生と赤ちゃんの

ふれあい事業

あそび研究所

30

インラインプラザ

歌が好きな人、ダンスが好きな人、演劇にきょうみがある人集ま
れ！また、音響、照明、衣装、大道具等の制作スタッフも同時募
集！仲間といっしょに新しい自分を見つけよう！

申込み受付中！

～体験！ワークショップ！～

日時：６月２７日（水）5:30pm～7:45pm

7月25日（水）にも開催。

※９月からは1月の発表公演にむけての作品創りをします。

毎月3回程度の水曜日 5:30pm～7:45pm

（冬休みにも練習があります）

対象： 品川区在住、在学の小学6年生～高校生
定員：約20名程度
講師：ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズ
費用：無料



ぽかぽかタイム ０～３歳児親子 毎週月曜日
10:30am～11:45am

おもちゃで自由に遊びながら交流します。

さくらんぼ ０歳児親子
(H29年4月2日生～)

毎週水曜日
10:30am～１1:30am

お母さん同士の交流、季節に合わせたプログラム
を楽しみます。

いちご １歳児親子
(H28年4月2日生～)

毎週木曜日
10:30am～11:30am

手遊び、体操、季節の行事などのプログラムを
楽しみながら交流を深めます。

りんご ２、３歳児親子
(H26年4月2日生～)

毎週火曜日
10:30am～11:30am

体操、工作、季節の行事などのプログラムを通じて親
子の交流、子ども同士の仲間づくりを進めます。

ネウボラとは「アドバイスする場所」の意味で、保健師・看護

師・教員・保育士などの資格をもって「子育てネウボラ相談員

(5名)が下記の児童センターでご相談にのります。子育て全般の

相談、子育てサービス情報の提供、他期間の紹介、希望者には

サポートプランをお作りします。

対象：区内在住で乳幼児をお持ちの保護者の方

申込みは、下記児童センターに電話か直接ご予約下さい。

日時：6月19日（火） 10:30am～11:30am

対象：2,3歳児親子

定員：なし

費用：無料

申込み：6月5日（火）から 電話可

保健センターの保健師の方にトイレトレーニングの時
期、やり方についてお話ししていただきます。ぜひ参加
してください。

日時：6月20日（水） 10:30am～11:30am

対象：0歳児親子

定員：なし

費用：実費、小銭をご用意ください。

申込み：６月６日（水）から 電話可

品川栄養士会の方に、離乳食の進め方についてのお話し

をしていただき、実際に試食もします。ぜひ参加してく

ださい。

日時：7月2日（月）11:30am～0:30pm

対象：乳幼児の保護者

定員：なし

費用：無料

乳幼児用品の無料交換会です。受付でリユース券を配布
します。品物を提供してくださった方には1品につき
1枚（最大5枚まで）のリユース券を発行いたします。
【リユース券配布・品物受付期間】
6月18日（月）～ 6月30日（土）

※品物によってはお受けできない場合もあります。
詳しくはお問い合わせください。

日時：6月27日（水） 10:30am～11:30am

対象：品川区在住の0歳児（３か月～８か月程度)と

その保護者

定員：20組程度（先着順）

費用：無料

講師：北目 利子さん（助産師）

申込み：6月13日（水）から 電話可

助産師さんに、赤ちゃんとのふれあい方、マッサージの
方法を教えていただきます。ぜひ参加してください。

日時：1回目 7月 7日（土）0:30pm～1:30pm
（2回目 12月1日（土）0:30pm～1:30pm）

対象：０歳児親子 定員：10組程度

申込み受付：5月30日（水）から 電話可

荏原第五中学校の生徒のみなさんと、地域の０歳児親子がふれ

あう事業です。

…乳幼児親子・幼児親子～ …小学生以上

…小学生以上・中高生におすすめ

日時：6月1日,15日,22日,29日（金）
4:00pm～

対象：小学生以上
定員：なし
費用：無料
品川区で流行しているあそびを調査、体験します。
パパやママの参加も大歓迎！みんなでいっしょにあ
そぼう！

日時：6月2日(土),6月16日（土）

3:00pm～5:45pm

対象：小学生以上 定員：なし

費用：無料 ※雨天中止。

ティーンズのバスケットプレイヤーを

応援するバスケットワークです。

インストラクターの方とともに、みんな

で楽しくバスケをやります。

ぜひ参加してください。

日時：毎週水曜日 3:00pm～5:00pm

毎週土曜日 1:00pm～3:00pm

※雨天中止
金曜日も3:00pm～4:00pmはフリーですべることが

できます。

対象：小学生以上

定員：なし（貸出用シューズは数に限りがあります）

費用：無料

持ち物：くつした、自転車用ヘルメット（ある人）
広い屋上をインラインスケート専用に開放します。土曜日に

はインストラクターがインラインスケートの基礎を教えてく

れます。※初めて参加する時には登録が必要になります。

(保護者の連絡先など)

日時：6月4日(月)～6月8日（金）

4:00pm～５:３0pm

対象：小学生以上

定員：なし 費用：無料
普段卓球を楽しんでいる人たちが、

ミニゲームや、真剣勝負を通じて

仲良くなるための時間です。

はじめたばかりの人やこれからはじめたい人も大

歓迎です！みんなで卓球を楽しもう！

【 館長杯卓球大会 ～夏～ 】
日時：7月4日（水）4:00pm～

エントリー募集中！

冨士見台児童センターの乳幼児運動会です。全体種目や年齢別

種目のほかに、パパ・ママ種目(おじいちゃん・おばあちゃん可)

もあります。運動会でお子さん同士はもちろん、パパやママも地

域に友だちを作りませんか！? 

場所：冨士見台児童センター 屋上
※雨天の場合はスタジオ２

対象：地域の乳幼児とその家族

定員：なし

申込み：6月7日(木)まで

電話可

費用：無料

※詳細はお問い合わせください

運動会の様子


