
 ■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 月  卓球タイム 

2 火 
 らっこ ぺんぎん 

 大画面deゲーム ティーンズタイム  

3 水 
 めざせ！トップアスリート 

 ティーンズタイム 

4 木  いるか 幼児トランポリン 

5 金  くじら 

6 土  パパとトランポリン ティーンズ会議 

7 日  日曜開館 サンデートランポリン 

8 月  祝日開館 体育の日  

9 火 
 らっこ ぺんぎん 

 大画面deゲーム ティーンズタイム  

10 水 
 めざせ！トップアスリート 

 ティーンズタイム 

11 木  いるか 幼児トランポリン 

12 金  くじら 

13 土   

14 日  日曜開館 

15 月  卓球タイム 

16 火 
 中学生と赤ちゃんとのふれあい事業 

 大画面deゲーム ティーンズタイム  

17 水 
 めざせ！トップアスリート 

 ティーンズタイム 

18 木  いるか 幼児トランポリンクラブ受付 

19 金  くじら 

20 土 
 PaPaPaパレード  HIRAJI CREW 

   遊び隊がやってくる 

21 日  日曜開館 

22 月  卓球タイム スラックラインタイム 

23 火 
 らっこ ぺんぎん  

 大画面deゲーム ティーンズタイム  

24 水 
 抱っこボランティア養成講座 

 ティーンズタイム 

25 木  いるか  

26 金  くじら 

27 土  ティーンズ会議 

28 日  日曜開館 

29 月  リカバリーピラティス 卓球タイム 

30 火 
 らっこ ぺんぎん 

 大画面deゲーム ティーンズタイム 

31 水 
 親育ちワークショップ 
 ティーンズタイム 

  ★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 

 平成３０年度 親育ちワークショップ【後期】 

同じ年齢の子どもをもつママ同士で子育ての悩みを話したり、情報交換をし
ます。参加中は、地域の抱っこボランティアさんがお子さんを保育いたしま
す。 

日時 10月31日、11月7、14、21、28日 全5回 水曜日 

   10時30分〜11時45分 集合：10時20分 

場所 【ワーク】4階クラフト室 【保育】3階   

対象 第1子の0歳児(区内在住) 10組 ※10/31現在、0歳児 

費用 無料  申込 10月2日(火)〜電話または事務室にて受付 

※参加希望の方は別紙チラシがあります。 

 

場所 戸越銀座商栄会商店街 
   雨天時 平塚児童センター 
対象 2歳以上の幼児（品川区在住） 
定員 30人 
申込 10月３日（水）10:00〜 

 児童センター受付で先着順 

         （TEL不可） 

   定員になり次第締切 

 
協力：戸越銀座商栄会商店街 

詳細は児童センターにお問い合わせ下さい。 

中学生と赤ちゃんとのふれあい事業 

 

 

日時 10月16日（火）10:40〜11:30  解散 正午 

場所 大崎中学校 体育館 

集合 大崎中学校正門前 10:15現地集合でお願いします。  

対象 平成29年4月2日うまれ〜平成30年7月頃うまれの親子  

   30組程度 

持物 おむつ、着替え、好きなおもちゃ 

  （記名済みのもの）など 

申込 現在受付中 電話または事務室にて受付 

※参加希望の方は別紙チラシがあります。 

大崎中学校と連携して、毎年「中学生と赤ちゃんとのふれあい事業」を実施してい

ます。この事業は、中学生が赤ちゃんとふれあい、お母さんの話しを聞くことで、

自己の成長を振り返り、“生命の大切さ”“思いやり”を養い、命の素晴らしさを体験

します。是非協力お願いします。 



 スラックラインタイム 

日時 10月22日（月）・11月20日（火）  

   16時〜18時 

場所 4階遊戯室 対象 小学生〜高校生  

費用 無料       

指導 我妻 吉信（スラックライン インストラクター）  

申込 不要 直接児童センターへお越しください。    

リカバリーピラティス 

日時 10月29日(月)10時30分〜11時30分 

場所 ３階 集会室 

対象 乳幼児親子２０組（保育なし） 

講師 池谷三佳 

（Body Control Pilatesマタニティ産前産後 

 インストラクター）   

申込 10月2日（火）〜定員になり次第締め切ります。 

服装 スカート、ストレッチデニム不可 

 
抱っこボランティア養成講座 

 
保育をするための基本知識と救急について話を聞きま 
す。 

日時 10月24日(水)10:30〜11:30 

場所 3階スタッフステーション 

対象 抱っこボランティアに興味のある地域の方 

申込 10月1日(月)〜電話または事務室にて受付 

 ＨＩＲＡＪＩ ＣＲＥＷ  

一緒に平塚児童センターのイベントに出演しよう！ 

日時 10月20日(土)15時〜16時30分 

【今後の予定】11/17、12/8、12/15（DaDaDaDance冬） 

       15時〜16時30分 ※全土曜日 

場所 3階 集会室 

対象 5年生以上    

内容 ブレイクダンスの練習 

持物 室内履き 

申込 不要 当日参加可 

 パパとトランポリン   

日時 10月6日（土）10時30分〜正午 

場所 平塚児童センター 4階遊戯室 

対象 父親と幼児 

持物 親子ともに靴下 

   ※スカート不可 ズボンでいらしてください。 

申込 不要 直接児童センターへお越しください。 

 
後期幼児トランポリンクラブ受付 

 

日時 10月18日(木)15：00(※時間厳守) 

場所 4階遊戯室（時間までにお入り下さい） 

対象 年少、年中、年長（各10名）※品川区内在住 

●基本、すべての回に、遅刻早退せず参加できる人 

●前期に参加した方は参加できません。 

●定員を超えた場合はその場で抽選となります。 

 ダンスパフォーマンス 

トランポリン＆マット  パフォーマンス 

この他にも写真展示・歴代映像上映 

トークショーを開催予定です 

9/22（土）平塚児童センター館内で地域交流イベントを

行いました。当日は500人近いお客さんが集まり、大盛

り上がりでした。今年は小学生がお店をいくつかだし、

看板をかいたり準備をしたりと事前活動から頑張りまし

た。また民生委員の方や平塚サポーターによるカレー屋

も大好評でした。ステージでは親子のひろばのかわいい

体操やスラックライン、ダンス発表、ジャグリングパ

フォーマンス、消防士による出動訓練もあり、出演者も

観客も一緒に楽しんでいました。中高生スタッフは会場

設営、２つのお店、ステージ出演と大活躍なお祭りにな

りました！！ 


