
 ■住 所：〒142-0051 品川区平塚２－２－３   ■TEL/FAX：０３(３７８６)２２２８   ■TEL：０３(３７８６)１０５０ 

 ■開館時間：午前９時～午後６時（日曜・祝日・休日も開館しています）   ■メールアドレス jhiratsk@city.shinagawa.tokyo.jp 

 ■ティーンズタイム：毎週火曜日・水曜日は午後７時まで開館しています（午後６時以降は中学生・高校生が利用できます） 

1 金  くじらクラブ ダンスクラブ 

2 土  ティーンズ会議 ファミリートランポリン 

3 日  日曜開館 サンデートランポリンタイム 

4 月  卓球タイム 

5 火  ぺんぎん 大画面ゲーム ティーンズタイム 

6 水 
 親育ちワークショップ 
 めざせ！トップアスリート ティーンズタイム 

7 木 
 中学生と赤ちゃんとのふれあい事業 
 幼児トランポリン 

8 金  くじらクラブ ダンスクラブ 

9 土   

10 日  日曜開館 

11 月  卓球タイム 

12 火  ぺんぎん 大画面ゲーム ティーンズタイム 

13 水 
 親育ちワークショップ 
 めざせ！トップアスリート ティーンズタイム 

14 木  いるかクラブ 幼児トランポリン 

15 金  くじらクラブ ダンスクラブ 

16 土  ＨＩＲＡＪＩ ＣＲＥＷ 

17 日  日曜開館 

18 月  ベビーマッサージ 卓球タイム 

19 火  ぺんぎん 大画面ゲーム ティーンズタイム 

20 水 
 親育ちワークショップ 
 めざせ！トップアスリート ティーンズタイム 

21 木  いるかクラブ 幼児トランポリン 

22 金  くじらクラブ ダンスクラブ 

23 土 
 観劇会 アンディ先生のマジックショー＆ 
 マジック教室 

24 日  日曜開館 

25 月  1歳からの奥歯みがき講座  卓球タイム 

26 火  ぺんぎん 大画面ゲーム ティーンズタイム 

27 水  親育ちワークショップ  ティーンズタイム 

28 木  いるかクラブ 幼児トランポリン 

29 金  くじらクラブ ダンスクラブ 

30 土 
 杉野服飾大学短期大学部連携事業 
 トートバックづくり             あそび隊 

 ファミリートランポリン   

日時 6月2日(土) 第１部 10時～10時45分 

         第２部 11時～11時45分 

場所 平塚児童センター ４階 遊戯室 

対象 幼児親子 ※どちらかの部に参加できます 

申込 直接、児童センターへお越し下さい 

日時 6月23日(土)14時～15時 開場 13時50分 

場所 4階 遊戯室 費用 無料 持ち物 くつ袋 

対象 幼児親子～小学生 100名程度 

申込 5月28日(月)～電話または事務室にて受付 

配布 5月28日より配布開始いたします。 

   入場整理券を持っている方から優先的に会場に入れます。 

 親子のひろば らっこクラブスタート   

日時 7月3日(火)10時30分～11時  

場所 平塚児童センター 3階 

対象 平成30年4月2日うまれ以降のお子さんと保護者 

申込 直接、児童センターへお越し下さい。 

 杉野服飾大学短期大学部連携事業 

シルクスクリーンを使ってトートバックをつくろう 

杉野服飾大学短期大学部の学生が丁寧に教えてくれます。シルク

スクリーンで自分だけのオリジナルバックを作ろう！ 

日時 6月30日（土）13時00分～17時00分 

場所 3階 集会室、スタッフステーションルーム 

対象 小学３年生～高校生15名（品川区在住在学）     

費用 無料   ※定員になり次第しめきります。 

申込 5月30日(水)～6月9日（土）電話または事務室にて受付。  

    参加者は一度来館し申込書に記入していただきます。 

                                    

 

  ★定員のあるイベントは、定員になり次第締め切ります。代理での申し込みは出来ません 

昨年の様子 



  ★定員のあるイベントは、定員になり次第締め切ります。代理での申し込みは出来ません。 

クラブ名 対象 曜日 時間 定員 備考 

めざせ！トップアスリート① 小学1年生 第1.2.3水曜日 15時30分～16時 なし ズボンできてね！ 

めざせ！トップアスリート② 小学2年生～3年生 第1.2.3水曜日 16時～17時 なし ズボンできてね！ 

めざせ！トップアスリート③ 小学4年生～6年生 第1.2.3水曜日 17時～18時 なし ズボンできてね！ 

遊び隊がやってくる！ 小学生、中高生 月1回土曜日 14時〜15時 なし 6月30日（土） 

ＨＩＲＡＪＩ ＣＲＥＷ 5年生～高校生 月1回土曜日 15時～16時30分 なし 6月16日（土） 

１歳からの奥歯みがき講座 

日時    6月25日(月)10時30分～11時30分 

場所    3階 集会室 

対象   １歳児 20名 費用 無料 

持ち物 仕上げ用歯ブラシ、子ども用歯ブラシ、タオル 

講師      高橋ちなみ（荏原保健センター歯科衛生士） 

申込     6月1日(金)～電話または事務室にて受付 

※1歳6か月検診を受けた方は、ほぼ同じ内容になります。 

 ベビーマッサージ 

日時 6月18日(月) 10時30分～11時30分 

場所 3階 集会室 

対象 はいはい前のお子さんとその保護者 

定員  20名  

費用 無料  持ち物  バスタオル 

講師   田胡由美（日本助産師協会）  

申込 6月1日(金)～電話または事務室にて受付    

5/13（日）品川区の児童センター25館が集まったイベント「わっくわくランド

しながわ」を行いました。平塚・後地児童センターは「プレッちゃ」を企画、

運営し、延べ1700人の子どもたちが参加しました。また平塚で活動する小学生

4名、中学生4名、高校生7名、社会人4名がステージ出演や事前準備、当日のス

タッフで大活躍しました。スタッフも来場者もとても笑顔で楽しみました！ 

中高生対象 ティーンズ会議 

日時 6月2日(土)16時～17時30分 

場所 ティーンズルーム 

対象 小学6年生、中学生、高校生 

申込 不要 

内容 区民まつりについて 他 

※新しいスタッフも大募集中！！ 

 リカバリーピラティス 

日時 7月9日（月）10時30分～11時30分 

場所 3階 集会室   

対象 0歳親子 20組 ※実施日に0歳 

費用 無料    持ち物 ヨガマット（ある方） 

講師 池谷三佳（ＰＦＡピラティスインストラクター） 

申込 6月4日(月)～電話または事務室にて受付 

 

▲スタッフ全員集合！がんばるぞ！ 

子育てネウボラ相談員の徳岡です。今年は気温の変化が極端で体調管理にも気を使いますよね。特に子育て

中のお母さんにとっては気苦労が絶えないことでしょう。体調だけではなく、日々成長していくお子さんの様子に

戸惑ったり、悩んだり、困ったりすることもあるでしょう。ちょっと話したい、ちょっと聞いてほしい、でもだれも近く

にいなくて一人で煮詰まってしまうことがありませんか。そんな時にはどうぞ気軽にご連絡ください。相談室で

ゆっくりお話しできます。いらっしゃる前に電話でご連絡ください。 

相談日   月・火・木・金 

相談時間 9：30-16：30 電話予約できます 

定員に満たなかったため、再募集します。（6月のみ）詳細は以下

のとおりです。希望する方は児童センターまでご連絡ください。 

■活動日 金曜日 16時45分～17時45分 

■費用  衣装代のみかかります。 

■年に数回土曜日のイベントに参加します。 


