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【大切なご案内】 ★必ずお読みください★
・平日（月～土）に行われる事業・クラブ・親子のひろば等の問い合わせ、
申込みは、日曜・祝日には行えませんので、平日の開館時間内（午前9時～
午後6時）にお願いします。
・児童センターには、ゲーム・お金など貴重品は、持ってこないようにしま
しょう。持参した場合は、個人でしっかり管理をしましょう。
※日曜・祝日は、委託業者による開館のため、平日とは運営が異なる場合が
あることをご理解ください。

■八潮にはネウボラ相談員がいます。
（火・水・木・金）
いつでも気軽においでください。
【おねがい】
・受付名簿に記入のうえご利用ください。
・幼児のみでの利用はできません。
・ベビーステーションは、乳幼児親子のみ利用
できます。小学生以上のお子さんの入室は、
ご遠慮ください。

新年の始まりをお正月と呼ぶのは、『お正月様』という神様を

お迎えするためだと言われています。色々な行事を親子で一緒に

盛り上げて楽しく過ごせると良いですね。お正月を題材にした絵本も沢山出版されているので、親子で楽しみつつお

正月にまつわる言葉の意味を知るきっかけにしてみましょう。また、お正月に良く食べられるお餅は3歳未満の子は

避けた方が良いと思います。3歳以上の子に与える際も、細かく切り、一度に口に入れない様に

一切れずつお皿に乗せてあげましょう。食べる時には、お餅だけではなく他の食品と一緒に食べさ

せるようにし絶対に目を離さないようにしましょう。3歳未満の子もご飯をよくすり潰し、少量の

片栗粉を混ぜ両面をさっと焼いたお餅なら家族と一緒に楽しめますよ！

✾お知らせ✾10月よりネウボラ相談員が常駐していないセンターへの巡回の為、月に何度か不在日があります。

相談目的でご来館される際は、当日でも大丈夫なのでお手数ですが相談予約をお願いいたします。

また、予約がなくても相談はいつでもお受けしていますのでお気軽にお越しください。

大岩相談員のワンポイントアドバイス

小学生から高校生まで9バンドが出演！11月末からス
タッフ会議を重ね、楽しいライブとなりました。「魔女
ハート」は初ライブ。
ドキドキしながらス
テージに立ちました。
休憩時にはFoeverが
ゲームを担当し、大
活躍！ライブ終了後
はジュースで乾杯、
交流しました。

杉野服飾短期大学部の学生が来館。参加者一人に学生が
一人づつ付きます。最初に練習で「ぞうきん」作り。そ
の後学生と相談しな
がらイラストを描き
ます。ジグザグ縫い
や色糸を使って縫い
上げます。「できあ
がった作品、家に飾
っておく～！！」…
ぞうきんなのに(笑)

第1部は《人劇団でかばっぐ》による『三匹のヤギの
ぐぁらぐぁらどん』。ハラハラドキドキ食い入るように
見、会場のみんなで
ヤギを応援しました。
2部ではなんとサン
タさんが10人も駆け
つけてくれました。
思いがけないプレゼ
ントに、子どもたち
ママもニッコ二コ！

畑toあそびタイのみんなで育てた品川かぶ。23日に品
川神社で品評会がありました。今年は45団体がエント
リー!秋の長雨で品川
かぶが全滅し改めて
種まきをした事を大
勢の審査員の前で堂
々とプレゼンしまし
た。残念ながら賞は
逃しましたがみんな
の愛情は伝わったね。

40家族126人が参加し、今年も美味しいローストチキ
ンを作りました。生の丸鶏にオリーブオイルと塩胡椒を
丁寧に塗りローズ
マリーを詰め下ごし
らえ。ダッチオーブ
ンで調理します。火
の調節はパパたちが
！シチューはみんな
で具を切りおかわり
たっぷり頂きました。

今年も黒サンタから挑戦状が届きました。ビデオレター
の迫力に涙する1年生も。班ごとに力を合わせ黒サンタ
の謎をクリアしてい
く。今年の仕掛け人
は4年生以上のスタ
ッフ。スタッフ会議
を重ね、挑戦者もス
タッフも共に楽しめ
るイベントとなりま
した。挑戦は続く…
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開館時間 AM9:00～PM6:00 

Teens Time（中高生タイム）PM6:00～PM7:00（火・水曜）
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◆このお知らせは、再生紙を利用しています。

今年もよろしく

お願いいたします。

・表紙「おすすめイベント・カレンダー」 ／

・1ページ「幼児と親子・食育」 ・2ページ「小中高イベント・音楽」 ／

・３ページ 「八潮の風・相談員アドバイス」

１ 月
休館日

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金 バンド
初めの日

６ 土
畑toあそびタイ

八潮粥

７ 日 プラレール

８ 月 休館日

９ 火
ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

10 水 親子DE遊び
コーナー

PPプロジェクト

Teens Time

11 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

12 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

13 土 バンドクリニック 雑巾アート

14 日
PPプロジェクト

プラレール

15 月
やしおBook Cafe
親子DE遊び

コーナー

16 火
親子のひろば

プチ＆みるく

ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

17 水 親子DE遊び
コーナー

子育てサロン

Teens Time

18 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

19 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

20 土
畑toあそびタイ

外カフェ
街の達人シリーズ

燻製講座①

21 日 プラレール
ウクレレ Life

22 月 親子DE遊び
コーナー

23 火
親子のひろば

プチ＆みるく

ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

24 水 親子DE遊び
コーナー Teens Time

25 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

26 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

27 土 バンドクリニック

とんぼ玉体験

28 日

29 月 親子DE遊び
コーナー

30 火
親子のひろば

プチ＆みるく

ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

31 水
親育ちWS①
親子DE遊び

コーナー

Teens Time

街の達人シリーズ

燻製講座②
プラレール 



1月上旬から大規模な工事があり、1・2階とも使えない部屋があります。ご迷惑をおかけしますがご理解・ご協力をお願いいたします。

身長・体重を測定しながら、相談員が子育ての相談にのります。
毎週月 11:00～14:30、毎週水 11:00～14:00
（年始は10日から実施します。）
工事中は規模を縮小して2Fの卓球ルームで行います。状

況によっては終了時間が早まる可能性があります。

おいしいお茶と選りすぐりの本で

リラックスタイムを過ごしましょう！

保健センター連携講座。歯科衛生士さんに赤ちゃ

んのオーラルケアについて教えてもらいます。

対 象：０歳児を子育て中のママ

（第一子、全日参加できる方）

※ワークショップ中は子どもの保育があります。

定 員：12組(先着)

申込み：1/4(木)から電話または窓口で受付

（申込書への記入があります）

八潮南保育園の施設見学のあとに、親子でリズム

遊びを楽しみましょう！

人数把握のため事前の申し込みにご協力ください。

★講師・・・・燻製達人 本間 譲 さん
★参加費・・・６00円(2名分)～ ＋1名ごと200円
★申し込み・・・１月４日(木)～17日(水)
※参加費を添えてお申し込みください
★定員・・・1５家族（定員になり次第締切ます）
★持ち物・・・食器、動きやすい服装・靴、

飲み物、汗拭きタオル、帽子など

だれでも参加できます。品川かぶや

大根が入ったおかゆをみんなで食べましょう！

品川かぶも一段落！春に向けて畑の準備をするよ！

2018年もみんなでなかよくすごしましょう！

ぷちみるく（H29.4月以降生まれ） 1月16日(火)～

みるく（０歳児） 1月16日(火)～

ぷりん（１歳児） 1月11日(木)～

ぱふぇ（２歳児以上） 1月12日(金)～

3/21(祝)の電車まつり「ペーパージオラマグランプリ」に

「ファミリー部門」ができました！お家に飾れるサイズのプラレール
とペーパージオラマでエントリーしませんか？

1/14(日)10:00～12:00に実際にプラレールとジオラマで
あそびます！どんな世界ができるかな？

普段は中学生以上しか遊べない「ダーツ」に挑戦して普段は中学生以上しか遊べない「ダーツ」に挑戦して普段は中学生以上しか遊べない「ダーツ」に挑戦して

みよう！みよう！みよう！ ５年生から参加できます５年生から参加できます５年生から参加できます

OB講師のみなさんが楽器の使い方や

コツを丁寧に教えてくれます。

うまくなりたい人集まれ！！

参加費：ガラス代100円 パーツ代別

対象：①３年生以上②児童と交流したい大人

各先着８名

「シニアビリヤードスタッフ」と

ビリヤードを楽しもう！

ライセンスのない人も、スキルアップ

したい人も５年生以上から参加できます！

はじめての人も強くなりたい人も、卓球倶楽部に集

まれ！！卓球をみんなで楽しみながら腕を磨こう！

帰りの時間はおうちの人と相談してね。

費用：無料

持ち物：タオル１枚

定員：先着6名

ミシンを使ってぞうきんを

おしゃれにしちゃおう！！

作り方は、大学生のお姉さん

が丁寧に教えてくれます♫

プラレールからみえる景色を、
なんでも紙で作っちゃうのが
ペーパージオラマ！今回はその
第一歩、まずはイメージを形に
してみよう！どういうレイアウ
トでレールを並べる？どんな建
物があったら楽しいかな？？
プラレールをもっともっと遊ん
じゃおう！！

児童センターの小学生バンドが演奏で交流する

「小学生バンドフェスタ」が今年も行われます。

ぜひ応援に来てください！

中高生の運営スタッフも募集しています。

問い合わせ：東品川児童センター3472-5806

Yashi音クラブみんなで、年のは

じめにスタジオのセッティングを

します。新たな気持ちでバンド活

動を始めよう！！

今年もよろしくね！

小中高校生問わず

Yashi音クラブメンバーは

参加してください！
乳幼児親子から高校生まで

だれでもOK♪

４つのコードをマスターすれば

いろんな曲が弾けちゃうぞ！

２１日（日）

１４：００～１５：００


