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大岩相談員のワンポイントアドバイス

今年度の「親子のひろば」スタート事業

『やしおに集まれ！0・1・2・3♪』が

開かれ、雨の中、70組の乳幼児親子が

集まりました。あそび歌作家の翔ちゃん

の歌声に合わせ、親子で楽しいふれあい

の時間を楽しみま

した。会場は笑顔と

可愛らしい歌声に

包まれました。

例年より一足早く
『KIDS NOW PA
RTY』が行われまし
た。今年は音楽仲間
の絆をさらに深めよ
うと、TeensTimeで「おしゃべりTime」
を実施.。Live前にはみんなでランチを食べ
ながら自己紹介をし、意気込みを語りまし
た。ゆたか児セから６バンド、東中延児セ
から1バンド、八潮児セから11バンドが参
加。18バンドがLiveを盛り上げました！
ウクレレLife、親子バンドも初参加。可愛
い出演者に周囲から大きな拍手。中学生は
司会の大役を笑顔で見事に果たしました。
小学生バンドの一生懸命さの伝わる演奏に
続き、中高生が、アツく、激しくパフォー
マンスを見せ大盛況！！

センターに新しく入ったミニ耕耘機で畑を耕し、おいしい
野菜のできる土作りをしました。11月から取り組んでいる
「みそ」の手返しもしました。

「わっくわくランド品川 やしおふぁ～む」のスタッフ会議
が始まりました。「いももち」を誰もが簡単に美味しく作
れるようスタッフ会議以外の日も研究中です。『ポテチン
ジャー』は今年も悪を倒しポテトを守る予定です！！

以前は社会人がなりやすいと思われていた五月病ですが、最近では
小学生や幼児の間でもよく見られる様になって来たようです。
五月病とは、新生活に少し慣れた頃にそれまでの緊張感が緩み、
心身の疲れが症状となって出ることを言います。お子さんの様子がいつもとちょっと違うかな？と
感じた時には要注意。夜眠れているか、寝つきは悪くないか、食事はちゃんと取れているか、幼稚園に
行きたくないと訴えたり、一人で過ごす時間やボーっとしている時間が多くなっていないか？等々。
ママのアンテナを張り巡らせてお子さんのちょっとした変化を見逃さない様にしてみて下さい。
もしかして五月病かな？と感じた時には、原因をあれこれ聞き出そうとはせずに自然な会話を楽しむ
ことが大切です。日頃から親子でおしゃべりをしたりスキンシップをする事でストレスが緩和され、
症状が落ち着いてきます。何も言っていないのにお子さんから「ママ怒っている？」と言われた
ことはありませんか？子どもは大人の表情からすぐに感情を読み取ることが出来ます。
ママの笑顔で子供は何よりもリラックスすることが出来ます。いつもニコニコ笑顔でいられるといいですね。

【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。

１ 月 親子DE遊び
コーナー

２ 火
親子のひろば

みるく
ダーツ
Teens Time

３ 水 プラレール

４ 木 プラレール

５ 金 プラレール

６ 土

７ 日 プラレール

８ 月
親子DE遊び

コーナー
やしおBook Cafe

９ 火
親子のひろば

みるく
応援講座
子育てサロン

ダーツ
Teens Time

10 水 親子DE遊び
コーナー

バンドクリニック
子ども実行委員会

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

13 土

14 日 プラレール

15 月 親子DE遊び
コーナー

16 火
親子のひろば

みるく
ボディケア

ダーツ
Teens Time

17 水 親子DE遊び
コーナー

バンドクリニック
子ども実行委員会
バンド登録会議

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 そとかふぇ
畑to遊びタイ！

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

みるく

24 水
親子DE遊び

コーナー

子育てサロン

バンドクリニック
バンド登録会議

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
応援講座

卓球倶楽部

27 土

28 日 プラレール

29 月
親子DE遊び

コーナー
11時～13時まで

トンボ玉体験

30 火
親子のひろば

みるく
ダーツ
Teens Time

31

ダーツ
Teens Time

水 親子DE遊び
コーナー

バンドクリニック

Teens Time

2017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」

◆このお知らせは、再生紙を利用しています。

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

◆詳しくは、幼児と親子のページをご覧ください。



毎週月曜 11:00～14:30

毎週水曜 11:00～14:00
コンビカー、トランポリン、ボールプール♪

たくさんの遊具で楽しく遊ぼう！

「親育ちワークショップ」は、参加者のみなさんで話したい

こと・聞きたいことを出し合いながら、存分におしゃべりを

する場です。一緒に楽しい時間を過ごしませんか？

期 間：5/24(水)、5/31(水)、6/7(水)、6/14(水)、6/21(水)

時 間：11：00～12：00

対 象：０歳児～未就学児を子育て中のママ (全日程参加できる方)

※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：電話または来館にて受け付けます。(申込書への記入があります)

地域で子育てを見守ってくれている、

民生委員や主任児童委員、保健セン

ター保健師とのおしゃべり会です。

だれにでもある「イヤイヤ期」乗り越えるための

ヒントをもらいましょう！ 定員：なし（要申込）

乳幼児親子の子育てを応援するため、八潮地域のさまざまな施設が企

画したプログラムを年間をとおしておこなっています。

講師：

河原 ひとみさん（東京都助産師会）

対 象：乳幼児のママ

持ち物：手ぬぐい（長めのタオルでも可）

バスタオル

ママの飲物、運動できる服装
※人数把握のため事前の申込をお願いします。

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。

申込み不要です。お気軽にご参加ください。

美味しいお茶を飲みながら、本をたのしみませんか？八潮児童センターの1階ラウンジに

ブックカフェがオープンします。ぜひみなさんお越しください！

※詳しくは八潮児童センターにお問い合わせください。

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

日曜日と祝日は

パパと一緒にプラレール！

子どもの日はスポーツ室いっぱいに

プラレールを広げてあそぼう！

参加費：ガラス代100円 パーツ代別

参加対象・人数：３年生以上 （先着）16名
*希望の時間帯を選んでください*

一緒にダーツで遊びながらルールを覚えちゃおう♫

他の日でもダーツ・ビリヤードで遊びたい！
そんな時は…
ビリヤードは小5、ダーツは中1から取得できるライセンスを

持っていれば好きな時間に遊べます。

ライセンスをとりたい人は職員に声をかけてください。

餌やりや水槽の掃除など、お魚たちの

お世話をしながら楽しもう！

Yashi音クラブ バンドクリニック
毎週水曜日+６・20日(土)15:30～17:00
OBの講師のみなさんが楽器の弾き方、使い方などを
教えてくれます。 初心者から上級者まで、なんでも
相談してください。

バンド登録会議バンド登録会議
八潮児童センターで活動をおこなうバンド「Yashi音クラ

ブ」の登録会議です。

Yashi音クラブの目的、スタジオの使い方、今年度のイベン

トの計画などについて説明します。

必ず、バンドメンバー全員で必ず、バンドメンバー全員で必ず、バンドメンバー全員で

参加してください。参加してください。参加してください。

日程：５月１７日(水)16：00～17：00

１７日(水)18：00～19：00

２４日(水)18：00～19：00

４月から準備を重ねてきた子ども実行委員会
を中心に、やしおふぁ～むは大盛り上がり！
自分で作るアツアツいももちを食べながら、
みんなでポテチンジャーを応援しよう！！

★詳しくはセンターまでお問い合わせください★

ウクレレLIFE 5月21日(日)
14：00～15：00

対象：幼児親子から小中高校生まで 10組程度
参加費：無料（当日参加OK）
ウクレレを楽しむ親子のイベントです。ウクレレのアンサンブル
を楽しもう!


