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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最近ニュースでとても騒がれているのでご存じの方も多いと思い

ますが、今30～50代男性の間で風疹が流行している事をご存知

ですか？今年の10月の時点ですでに昨年1年間の12倍もの人が感染しているそうです。風疹の感染経路

は咳やくしゃみ、会話だけでも1～2ｍもウィルスが飛び散ると言われる飛沫感染と接触感染により起こり

ます。感染後は16～18日の潜伏期間を経て発症しますが、感染しても15～30％の人には症状が現れ

ない為、本人が気付かぬ間に周囲に感染を拡大してしまう事があり注意が必要です。20週までの妊婦が

感染する事で難聴、心疾患、白内障、心身の発達の遅れ等の障害を持った先天性風疹症候群の赤ちゃんが

生まれる事があり、特に12週まではその可能性が高い事が知られています。予防の為には予防接種が

最も有効なので、ご自身の為だけでなく周囲の人に感染を広げない為にも、予防にもっとも有効な

予防接種をお忘れなく！✾お知らせ✾ ネウボラ相談員は不在にさせて頂いている日がある為、相談に来られる際は予約が

お勧めです！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、お気軽にお声掛け下さい。

「やしお子どもふれあいフェスティバル」プレイベント
ミニバザールが今年も行われました。ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｻｰ
ｸﾙルの美味しいパンケーキは長蛇の列！一工夫の「コロ
コロおにぎり」懐かしの「紙芝居＆駄菓子屋さん」「あ
んたがたどこさ」。「ふんわり的当て」も「コイン落と
しも」楽しくて何度もチャレンジ。「お店屋さんにも
なってみたいなぁ！」と途中からお店のスタッフに早変
わりし、お手伝いをする子どもたちも！！さぁ11月10
日のふれあいフェスティバルは、どんなお店がでてくる
のか？楽しみですね！スタッフ会議で着々進行中～！！

準備から片づけまで全部自分で！そして少し難しい作業
も自分で！をモットーに3年生以上の「チャレンジクッ
キング」が始まりました。今回は秋の味覚サツマイモを
使ったマフィンと焼ドーナツ。さすが高学年！手際よく
材料を測り、混ぜます。ダイス状にサツマイモを切り、
生地に混ぜオーブンで焼きます。焼いている間にもう一
品。今度はサツマイモをスライスしクッキー型で抜き、
デコレーションにもエネルギーを注ぎます。焼きあがっ
たマフィン、ドーナツとも可愛らしく、売り物のように
トッピング。大満足の参加者、ほっぺが落ちそう！！

品川区内の音楽を愛する小・中・高校生のバンドコンテス
ト「PowerDrewmMusicFesta」が20周年を迎え華やか
に開催されました。オープニングには大崎キャラのスパン
キーがギターで「夢のスタートライン」を奏でるという一
幕もありました！！八潮からは小学生バンド「メロディ
ブック」高校生バンド「ZION」と「ブリリアントスター
ズ」が出演。メロディブックは可愛らしさの中にキラリと
輝く演奏をしていました。「ZION」は美しい詩とファル
セットを、ブリリアントは元気さを会場いっぱいにアピー
ルしました。夢のスタートライン、次に立つのは君だ！！

八潮学園7年生と赤ちゃんのふれあい事業の2回目。7月
に1回目のふれあいを行い、3ヶ月で赤ちゃんたちがどん
なふうに成長したかを確認。7年生みんなで協力し、「身
長・体重・足形」を取りました。記録カードにはグループ
代表の中学生の「身長・体重・足形」も合わせて録り、記
入。記録用紙はみ出すほどの中学生の足形のそばに赤ちゃ
んの可愛らしい足形が並び、乳幼児の保護者の皆さんも、
中学生たちも違いにびっくり！！手遊びやおもちゃを使い
楽しく交流もしました。グループによってはミルクを上げ
させていただいたり、おむつも替えさせてもらいました。
次回2月のふれあいが楽しみですね。

１ 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

２ 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

３ 土 プラレール
サンデー親子のひろば

４ 日 プラレール ウクレレ
で遊ぼう！

５ 月 親子DE遊び
コーナー

６ 火
親子のひろば

みるく・
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

７ 水 親子DE遊び
コーナー

ふれフェス子ども
実行委員会

Teens Time

８ 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

９ 金

10 土
やしお子ども
ふれあいフェスティバル

11 日 プラレール ウクレレ
で遊ぼう！

12 月
親子DE遊び

コーナー
やしおBook Cafe

13 火

親子のひろば

みるく
▶応援講座
プチみるく
▶ボディケア

ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

14 水 親子DE遊び
コーナー

ふれフェス子ども
実行委員会

Teens Time

15 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

16 金
親子のひろば

ぱふぇ
卓球倶楽部
秘密結社Blacks

17 土
外カフェ
畑TO遊びタイ！
バンドクリニック

18 日 プラレール ウクレレ
で遊ぼう！

19 月 親子DE遊び
コーナー

20 火
親子のひろば

みるく・
プチみるく

ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

21 水 親子DE遊び
コーナー

子育てサロン

Teens Time

22 木
親子のひろば

ぷりん
スラックライン

水族館

23 金 ▶▶休館日

24 土 とんぼ玉体験 

25 日
プラレール 

平成＆昭和カラオケ大会

26 月 親子DE遊び
コーナー

27 火
親子のひろば

みるく・
プチみるく

ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

28 水 親子DE遊び
コーナー Teens Time

29 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

30 金
親子のひろば

ぱふぇ 秘密結社Blacks

31 土 

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

・表紙「おすすめイベント・カレンダー」 ／

・1ページ「幼児と親子・音楽」 ・2ページ「小中高イベント・食育」 ／

・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。

2018年



をテーマに開催している年に一度の大きなお祭りです。

おいしい★楽しい★コーナーが盛りだくさん！！

ぜひご家族で遊びに来てください♪♪

初心者も、経験者も集まれ！！！

練習の仕方が分からない、かっこいい

フレーズができるようになりたいetc…。

バンドのお悩みに合わせて、OBになった

センパイが丁寧に教えてくれます！

対象：Yashi音クラブメンバー

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。

毎週月曜11:00～14:30

毎週水曜11:00～14:00

秋・冬のバンド活動についての説明会です。もう登録している

バンドも更新が必要です！メンバーそろって来てください。

新しいバンドもどんどん集まれ～～！

バンドは、小学１年生から組むことができます！！

新バンド歓迎！ 登録しているバンドも

更新が必要です！

「ノロウィルス」が流行る前に、予防するにはどうしたらいいの？もし

かかってしまったらどう対処したらいいの？保健師さんが皆さんの疑問

にお答えします。

講師：吉田さん（保健師） 定員：なし

人数を把握するため、事前の申込をお願いします

スポーツ室の反面が乳幼児親子専用スペースになります！

パパの参加も大歓迎！

遊具いっぱいのスポーツ室に遊びに来てください！！

対象：未就学児親子 定員：なし

おうちで眠っている素敵なもの、ご出品ください☆

持ち寄り期間 * ７日(水)まで

仕分けの日 * ８日(木)１０：３０～

助産師さんから、産後のママが自分でできる骨盤のケアを

教えていただきます。動きやすい服装でいらしてください！

講師：河原ひとみさん（公益社団法人助産師会）

対象：8か月未満の乳児と保護者 参加費：無料

持物：手ぬぐい おむつ、飲み物、タオルなど必要なもの

人数を把握する為、事前の申込をお願いします

育てた品川かぶは12月23日（日）の品川かぶ品評会
に出します！優勝目指してがんばろう！！

生き物の住み良い環境を整える
「アクアキーパー」！
生き物を守り、育てつづけるのは・君だ！

参加費：ガラス代100円

（パーツ代別）

対象：３年生以上

先着10名

みんなで熱く盛り上がろう！

卓球に興味がある人

やってみたい人

ふれフェスまであと少し！！

出店準備をして楽しく盛り上がる

お祭りにしよう！

14日(水)は実行委員会の
打ち上げをします。

みんなで楽しもう！

小学1年生～3年生は「参加者」とし、小学4年生以上は「Black’s」のメンバーとする。

参加者募集は11月12日（月）～17日（土）だ。

「Black’s」のメンバー募集は11月12日（月）～30名限定！

エントリー受付開始は11月1日（木）です。

一緒に盛り上げてくれる応援者も大募集！

参加者と一緒に盛り上がろう！

対象

平成代表

小学生以上 15人
昭和代表

50歳以上 15人

メリクリチキンの前に「まき割り」、「火起こし体験」ができます。“めざせ！アウトドアパパ”

体験希望の方は申し込み時に職員へお伝えください！

詳細は窓口まで！


