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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。

大岩相談員のワンポイントアドバイス新入学をお迎えの皆様、おめでとうございます！
新生活に慣れるまで、親子共に落ち着かない事も多いですよね。
子育て中の悩みや心配事など誰かに話を聞いてもらいたいな、と思った時はネウボラ相談室をご利
用してみてはいかがでしょうか？子供の成長は100人いれば100通り。思い通りにいかない事は山
ほどあります。そんな時は一人で悩みを抱え込まずに、気楽な気持ちでおしゃべりにいらしてくだ
さい。相談室ではお子様連れでもゆっくりとご相談をお受けできるように、いつでもママ達のお越
しをお待ちしております。子育て相談全般、子育てサービス情報の提供、他機関の紹介、希望者に
はサポートプランをお作りいたします。基本的に火～金曜日の10時～15時までの間でご利用いた
だけます。ご予約はお電話でも、直接お越しいただいも構いませんので、ぜひお気軽に相談室へお越しください！
予約以外のご相談もいつでもお受けいたしますので、見かけた際にはお気軽にお声掛けくださいませ！
✾お知らせ✾ ネウボラ相談員は巡回の為、月に何度か不在日があります。相談を目的にご来館される際は、ネウボラ相談員

が在館しているかの確認の為にもお手数ですが相談予約をお勧めいたします。また、予約がなくても在館時はいつでも相談をお受
けしていますのでお気軽にお越しください。

平成＆昭和シリーズで仲良くなった卓球

名人たちの力をお借りして、「ふれあい

リーグ卓球大会」にむけ、試合形式の練

習を行いました。練習後は子ども同士で

練習試合。白熱した試合に、涙する人、

全身で喜びを表現する人…。10日に備

え、みんな準備万端！！八潮からは18

人がエントリー。バス、電車に乗りみん

なで和気藹々と戸越体育館へ。熱気あふ

れる開会式の後予選リーグ開始。なかな

か練習試合のようにはいかず、ペースが

つかめない人も。たくさんの試合の中

で、子どもたちはめきめきと上達しまし

た。メダルを獲得した人もそうでない人

も試合を楽しみ、満足そう。次の大会は

8月25日、次回も腕をふるっちゃおう！

春の嵐の「やしお電車まつり」でし

たが1500人以上が来場。子どもも

大人も電車三昧の一日となりまし

た。Ｎゲージ運転コーナーもプラ

レールコーナーも列が途絶えること

がありません。「ペーパージオラマ

グランプリ」にはNゲージからプラ

レールまで５２作品が出展。八潮か

らはプラレール一畳部門に2作品、

プラレールファミリー部門に3作品

が出展。２部門でグランプリを受賞

しました。センターに展示していま

す、ぜひ見に来てください。

中３、高３の卒業お
祝 い LIVE『FINAL 
FLASH LIVE』が今
年も行われました。
小学生からＯＢまで
１８バンドが集ま
り、音楽を通して絆
を再確認。OBOGが
心をこめて「交流カ
レーめし」を作ると
現役Yashi音人は司会
やビデオ、呼び出し
などで卒業生を盛り
立てます。高3バンド
の演奏でライブは最
高潮！客席と舞台が
一体になりグルーブ
を感じました。最後
は「I  Love  Yashi
音！」の掛声で全員
集合。次は５月６日
KIDS NOW PARTY
で楽しみましょう！

まじょはあと Zもんちっち

BOW 坂ノ下ノ激流

ティーンズプラザ八潮（品川区立 八潮児童センター）
〒140-0003 品川区八潮 5-10-27 ／ Tel:03-3799-3000

Fax:03-3799-3074・E-mail:jyashio@city.shinagawa.tokyo.jp

開館時間 AM9:00～PM6:00 

Teens Time（中高生タイム）PM6:00～PM7:00（火・水曜）

MEET＠YASHIO

2018年

・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 日 プラレール

２ 月 ビリヤード交流
10-12

ビリヤード交流
4-5

３ 火 ビリヤード交流
10-12

子育てサロン
ビリヤード交流
4-5
ダーツの日

Teens Time

４ 水 ビリヤード交流
10-12

畑to遊びタイ！
ビリヤード交流
4-5

Teens Time
KIDS NOW会議

５ 木 ビリヤード交流
10-12

ビリヤード交流
4-5

水族館

６ 金 ビリヤード交流
10-12

ビリヤード交流
4-5

７ 土 ビリヤード交流
10-12

ビリヤード交流
4-5

８ 日 プラレール

９ 月

10 火
ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

11 水 親子DE遊び
コーナー

㋻実行委員会
Teens Time
KIDS NOW会議

12 木 やしおに集まれ
0.1.2.3 水族館

13 金 卓球倶楽部

14 土
バンドクリニック

とんぼ玉体験

15 日 プラレール 

16 月
やしおBook 
Cafe
親子DE遊び

コーナー

17 火
親子のひろば

みるく
ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

18 水
親子DE遊び

コーナー

子育てサロン

㋻実行委員会
Teens Time
KIDS NOW会議

19 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

20 金
親子のひろば

ぱふぇ

21 土 バンドクリニック
外カフェ
畑to遊びタイ！

22 日 プラレール

23 月 親子DE遊び
コーナー

24 火
親子のひろば

みるく
ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

25 水 親子DE遊び
コーナー

㋻実行委員会
絆LIVE出演者会議

Teens Time
KIDS NOW会議

26 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

27 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

28 土

29 日 プラレール

30 月 プラレール

◆このお知らせは、再生紙を利用しています。



大根の収穫、品川かぶの種の採集をして夏野菜

の種植えに向けて準備を整えましょう♪

新年度のスタートは素敵な音楽から！

乳幼児親子向けにギター・ヴァイオリン・コカリナのカルテットによるミニコンサートを行います！

聞き入る曲からみんなで元気に歌う曲まで、コンサートを思いっきり楽しみましょう♪

コンサート後は平成３０年度の親子のひろばの説明＆登録会を行います。

H30年度 対象年齢 H30年度 開始日程

H30年4月2日以降

生まれの0歳児
9月中旬～（予定）

H29年４月2日～H30年4月1日

生まれの0歳児
4月17日（火）～

H28年４月2日～H29年４月１日

生まれの1歳児
4月19日（木）～

H26年４月2日～H28年４月１日

生まれの2～3歳児
4月20日（金）～

クラブ名

ぷちみるくくらぶ (火曜日)

みるくくらぶ (火曜日)

ぷりんくらぶ (木曜日)

ぱふぇくらぶ (金曜日)

地域のボランティアサークル

「グリーンガーデニングサークル」が

育てたハーブでお茶会を開きます♪

費用：無料

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。申込み不要です。お気軽にご参加ください。

おいしいお茶を飲みながら、本をたのしみませんか？

児童センターがブックカフェに大変身！

毎週日曜日・祝日 10:00～12:00
日曜日と祝日は「キッズステーション」にプラレールを

いっぱいに広げます！パパといっぱいあそびましょ♪

※春休み明けは４月１６日(月)より再開します！
毎週月曜 １１:００～１４：３０、 毎週水曜 １１:００～１４:００

コンビカーやトランポリン♪たくさんの遊具で楽しく遊ぼう！

参加費：ガラス代100円 パーツ代別

対象：３年生以上 先着16名

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。

初心者、経験者問いません、うまくなりたい人集まれ！！

生き物たちが住み良い環境を守るのだ！

アクアキーパー出動！！！

八潮児童センターは三年目の「やしおふぁ～む」！今年

は「ジャガイモのガレット」づくり＆「ポテチンジャー

ショー」公演です★

クッキングから台本作り、演技練習などなど！やること

もりだくさん！！

やってみたい子は実行委員会に参加してね！

対象：３年生以上

区内で活動している中高生・OBOGバンドが集まって音楽の祭典を

行ないます！最高の音響・照明の中、みんなで盛り上がろう！！！

*児童センターにお問い合わせください*

本物のビリヤード台やダーツ台を使って、みんなで遊びながらルールを覚えよう！！ライセンスが取れたら、

自分たちだけで遊べます。 ★既にライセンスを持っている人も、２０１８年度の更新に来てください★

一年生から参加できます！！

帰りの時間は、おうちの人と相談してね


