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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。

今年は夏頃からとても雨が多く、気持ちの良い秋晴れの日が少な
いままいつの間にか冬の様な寒さになってしまいました。小さな子
を連れて雨の日にお出掛けするのは大変なもの。たまには親子でお家でのんびり過ごして
みるのも良いかもしれませんね。絵本はお家で過ごす時の強い味方になります。大人に
なると同じ本を繰り返し読む事はなかなかありませんが、子どもはお気に入りの本を繰り
返し読む事を好みます。大人から見ればせっかく読むなら色々な本を読んであげたい！と
思うものなのですが、同じ本を繰り返し読む事は言葉の発達の大きな助けとなります。
本は心の栄養剤とも言われているので、お気に入りの本を見つけて親子で読み聞かせを
楽しみましょう！
〈お知らせ〉10月よりネウボラ巡回宣伝が始まりました。ネウボラ相談員が常駐していない
児童センターへ巡回の為に不在にしている日が月に何回かあります。相談の為にご来館される際は、電話予約が確実です。

大岩相談員のワンポイントアドバイス

あいにくのお天気でしたが、23組の乳幼児親子が参加。
ダッチオーブンでつくる焼き芋はギュッと甘味が増しほっ
ぺが落ちそう！キノコやカボチャなど秋野菜たっぷりの味
覚汁は参加者みんなで協力して作りました。災害時に備え
アルファ化米も自分たちで作ってみました。ラウンジに花
ござを広げ、ピクニック気分で食べるランチはまさにファ
ミリーパーティ―。お腹もいっぱい、笑顔もいっぱい！！

第４回を迎える『おもしろ卓球交流大会』。今回から平成と
昭和でペアを組み、さらに交流を深めました！初めはぎこちな
かったペアも、ゲームを進めるうちに会話が弾むようになりま
した。おもしろの部ピンポンビンゴでは10球中10球とも入る
強者が。なんでも卓球は、いろいろなラケットをくじで選び
珍プレー続出！まじめの部では、白熱の試合に参加者の視線が
釘付け！台風にも負けず楽しい楽しい交流の1日となりました。

4日『やしお子どもふれあいフェスティバル』にむけプレ
イベント《みにバザール》を行いました。お店屋さんに
なったり、お客さんになったりして楽しみました。11日
からいよいよ自分たちでグループを作り、実行委員会に参
加。おいしいスィーツ屋さん始め、楽しいゲームコーナー
など開店に向け、試作や看板作りなど着々と準備中！
11月11日の本場を、お楽しみに！！

しながわ夢さん橋イベント【パワードリームミュージックフェスタ2017】
が開催されました。2日間、小学生の部・中学生、高校生の部のライブコンテ
ストに45バンドが出演し、八潮児童センターからエントリーしたバンドが賞
を頂きました！賞にはからまなかったけど、素敵なライブパフォーマンスを披
露してライブコンテストを盛りあげてげてくれたYashi音クラブ・品川女子学
院のみんな「ありがとう！」本当に素敵だった！
☆出演バンド：坂ノ下ノ激流・REST AREA・Zion・Bow（品女）・

3丁目のぱんやさん（品女）

優勝「シュウチーム」
湯本秋君&大久保一行さん

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）
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・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 水 親子DE遊び
コーナー

ふれフェス子ども
スタッフ会議

Teens Time

２ 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

３ 金 プラレール

４ 土

５ 日 プラレール

６ 月 親子DE遊び
コーナー

７ 火 親子のひろば

プチ＆みるく

子育てサロン
ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

８ 水 親子DE遊び
コーナー

ふれフェス子ども
スタッフ会議

Teens Time

９ 木
親子のひろば合同

くるくる
マーケット準備

水族館

10 金

11 土

12 日 プラレール

13 月
やしおBook Cafe
親子DE遊び

コーナー

14 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

15 水 親子DE遊び
コーナー

子育てサロン
ふれフェス子ども
スタッフ会議

Teens Time

16 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

17 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

18 土 バンドクリニック 畑to遊びタイ！

19 日
平成＆昭和カラオケ大会
プラレール 

20 月 親子DE遊び
コーナー

21 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

22 水 親子DE遊び
コーナー

バンド体験
Teens Time

23 木

24 金
親子のひろば

ぱふぇ
子育て応援講座

卓球倶楽部

25 土 バンドクリニック とんぼ玉体験

26 日 プラレール
ウクレレ Life

27 月 親子DE遊び
コーナー

28 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

29 水 親子DE遊び
コーナー

小学生バンド
登録会議

Teens Time

30 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

休館日

◆このお知らせは、再生紙を利用しています。

内 容／八潮地域の乳幼児親子をまん中におこ
なう八潮児童センターのおまつりです。子ども
実行委員会、地域の大人実行委員会がいろいろな
出し物や模擬店、コーナーを受け持ち皆で楽しむ
イベントです。



身体測定しながら、相談員が

子育ての相談にのります。

※申込み不要

八潮児童センター内にブックカフェがオープン！

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！

工事がはじまってからは規模を縮小して2Fのプレイステーションで行

います。状況によっては終了時間も早まる可能性があります。

９月に植えた品川かぶがすくすく成長中！

１２月の品評会、１月のやしお粥に向けて、

みんなでお世話をしよう！

今回はパパも参加しやすい土曜日開催です。

ベビーマッサージはコミュニケーション！

ぜひ家族みんなで参加して絆を深めましょう。

対象：７か月未満の乳児と保護者

持ち物：バスタオル、ハンドタオル

おむつ、飲み物 他赤ちゃんに必要な物

定員：１５組（先着順） ☆申込み受付中

毎週日曜・祝日

10:00～12：00

パパと一緒に

プラレールであそぼう！

つたえる・つながる・めぐりあう–子どもといっしょに広がる世界

『子育てのアレコレわけあおう♪』が今年のテーマ。
色々な「子育てを楽しむヒント」を見つけに来てね！

日時：11月10日（金）
１０：３０~１５：００

場所：きゅりあん

（JR大井町駅前）
7階・6階小ホール
内容：子育て関連情報の展示出展、おもちゃのひろば、

子育て相談、ワークショップ他

共催：品川区子育てメッセ実行委員会、品川区、

ふれあいの家―おばちゃんち

子ども育成課 育成支援係

TEL:03-5742-6596
http://s-messe.com/

入場

無料

詳細はホームページで！

問合せ

11月中旬ごろから大規模な工事があり、1階はほとんど使えなくなります。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。

メリクリチキンの前にまきわり、火おこしを体験できます。

めざせアウトドアパパ♪参加希望は申込時に伝えてください。

詳細は職員にお問い合わせください。

耳が聞こえなかったり、聞こえづら

かったりする子のための学校「明晴

学園」にいって施設見学などをして

手話の学校について学びましょう。

１１月は２回開催します！どちらも定員はありませんが、人数把握のため事前の申し込みをお願いいたします。

感染症の季節がすぐそこまでやってきて

います。今回はノロウイルスの予防とか

かってしまった場合の対処について、保

健師さんにお話を伺います。

26日（日）
１４：００～１５：００

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

参加対象：３年生以上 先着16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。

魚の不思議

一緒に探そう!

初心者も経験者も、音楽好きなら大歓迎！

エレキギター・ベース・ドラムに触って、音を出してみよう！！

小学３年生から参加できます♪

対象：昭和 50歳以上15組

平成 小学生以上15組

観戦は誰でもＯＫ！！

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・更新会議です。

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。

半年に一度の大事な会議です。必ずメンバー全員で参加してください

今年の紅白の組み分けは、

《昭和＆平成》で組んで大シャッフル♫

歌って、聴いて、投票して、

みんなで盛り上げよう！！！！

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！


