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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

夏休みと同時にスタート《そうめん食堂》。今年は大繁
盛！！毎日小学生、乳幼児家族が参加しました。テーブルを
囲んで一緒に食べ
ました。畑の野菜
の出来具合でバラ
エティに富んだ日
替わりメニューを
楽しみました。包
丁さばき、調理も
ぐんぐん上達！！

今年も「お魚博士梅ちゃん」に海の生き物の不思議をおしえ
てもらいながら、実際にカニ、ウミウシ、ハゼなど海の生き
物と触れ合いま
した。「わぁ～
ぬるぬるする」
「よく見ると可
愛 い 顔 し て
る！」など新し
い発見がたくさ
んありました。

杉野服飾短期大学部の大学生と小中学生のコラボワーク
ショップ、今年のテーマは『UP DATE]』。Tャツリメイク
とそのTシャツと
コーディネイトし
たバッグを作りま
した。専門に勉強
した学生から様々
なアイディア、ア
ドバイスをもらい
可愛い作品が次々
生まれました！！

自分の好きな色のガラス棒を炎でじっくり融かし、くるくる回
し形を整えます。炎と向き合う30分。上手になった小学生が
初めて挑戦するママ
達 に 優 し く レ ク
チャー。とんぼ玉が
出来上がったら、リ
ボンやビーズ選び。
お互いにアドバイス
しあいながら素敵な
作品に仕上げまし
た。

猛暑の３日間、マスターズチャンピオンAZCANの指導の下、
スラックラインを楽しみました。片足で30秒ラインにのるこ
とから始まり、ウォー
ク、二―ドロップなど
の技に次々自分のペー
スで挑戦しクリアして
いきました。120cm
のハイラインを歩く強
者も！次回9月8日が
楽しみですね！！

18日昭和組のベテランシニアの協力を仰ぎ、「ふれあいリー
グ卓球大会」に向け、交流練習を行いました。基本の基から
スマッシュまで
指導していただ
きました。いよ
いよ大会本番
25 日、ドキド
キする気持ちと
闘い、練習の成
果を発揮しまし
た！！

ワークショップ参加者は6，7日に作ったリメイクTシャツ
を、一般参加の８人はお気に入りの衣装を身にまとい、それ
ぞれ衣装に合わせメイクや髪を杉野の学生にセットアップを
してもらいまし
た。照明を浴び、
音楽に合わせラン
ウェイをカッコよ
く歩きました。決
めポーズに拍手喝
采！！

7月下旬より企画会議が始まり、約1ヶ月スタッフが打ち合わせ
を重ね、企画を練り、当日を迎えました。1部ではイベントを
行い、観客と出演者の交流を図りました。2部では区内バンド
館の中高生に声をかけ、
7バンド12人が出演しま
した。乳幼児から大人ま
でお客さんも一体となり
ライブを盛り上げまし
た！ライブ後はジュース
で乾杯！次の自主企画ラ
イブの相談をしました。

9月は意外にも食中毒が最も多い時期と言われて

います。夏場の食中毒で多いのは細菌によるもので、気温が20度以上で活発に増殖を始め35～40

度になると更に活発になります。真夏は注意をしていても暑さが和らぐ9月に入るとつい油断してし

まったり、酷暑の影響で体力や免疫力が低下している事も原因となります。中でも子供は免疫・消

化機能が充分ではない為食中毒を起こしやすく、重症化する事もあります。子供の体は水分が占め

る割合が高く、下痢や嘔吐がひどい場合は注意が必要です。下痢や嘔吐の症状がある時は脱水の予

防の為30分から1時間毎に水分を与え、重症化を防ぐ為にも早めの受診を心がけましょう。

✾お知らせ✾ ﾈｳﾎﾞﾗ相談員は月に何度か不在の日がありますので、在館しているかの確認の為にも

お手数ですが予約をお願い致します。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。

１ 土 乳幼児プール バンドクリニック

２ 日 プラレール
ウクレレ

で遊ぼう！

３ 月 親子DE遊び
コーナー

４ 火
子育てサロン
ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

５ 水 親子DE遊び
コーナー

畑TO遊びタイ！
Teens Time

６ 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

７ 金 卓球倶楽部

８ 土
八潮ふれフェス

実行委員会 スラックライン

９ 日 プラレール ウクレレ
で遊ぼう！

10 月
親子DE遊び

コーナー
やしおBook Cafe

11 火 ベビーマッサージ
ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

12 水 親子DE遊び
コーナー Teens Time

13 木 水族館

14 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

15 土
外カフェ
畑TO遊びタイ！
バンドクリニック

16 日 プラレール ウクレレ
で遊ぼう！

17 月 プラレール

18 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

19 水 親子DE遊び
コーナー

子育てサロン
小学生ミニライブ
PDMF出演者会議

Teens Time

20 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

21 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

22 土

23 日 八潮さんま祭り

24 月 プラレール

25 火
ビリヤード交流
ダーツの日

Teens Time

26 水 親子DE遊び
コーナー Teens Time

27 木
親子のひろば

ぷりん 水族館

28 金
親子のひろば

ぱふぇ 卓球倶楽部

29 土
パワードリーム
ミュージックフェスタ2018
小学生の部

場所：ゲートシティホール（大崎）

30 日

パワードリーム
ミュージックフェスタ2018
中学生の部・高校生の部

場所：ゲートシティホール（大崎）

プラレール ウクレレで遊ぼう！

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・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。

対 象 ：誰でも可
定 員 ：500人（定員になり次第、締め切りとします）
参加費 ：1人400円（予定）
申し込み：センターで直接受付 ※参加費を添えてお申し込みください。

※電話での申し込みはできません。
内 容：自分で「さんま」を七輪で焼きます。おにぎり・品川汁が付きます。
その他：雨天決行
詳細は、問い合わせください。 八潮児童センター 03-3799-3000



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。お気軽にお越しください♪

たくさんのオーディエンスと演奏を楽しもう！！

バンド登録している人はもちろん、みんなも一緒に盛り上がろう♪

美味しいお茶を飲みながら本を

楽しみましょう♪季節に合った

絵本や、大人向けの雑誌なども

揃えています！

自由に！大きく！！

プラレールを思い切り広げて遊ぼう！

毎週月曜11:00～14:30 毎週水曜11:00～14:00

初心者も、経験者も集まれ！！！

申込は随時受け付けています。お気軽にお越しください♪

●ぷちみるくクラブ（H30.4.2以降生の0歳児） 毎週火曜 9/18(火)～

●みるくクラブ（～H30.4.1生の0歳児） 毎週火曜 9/18(火)～

●ぷりんクラブ（1歳児） 毎週木曜 9/6(木)～ ※9/13(木)はおやすみ

●ぱふぇクラブ（2～5歳児） 毎週金曜 9/14(金)～

○時間 10：30～11：30 ※プログラムによって変更になる場合があります。

ベビーマッサージは
コミュニケーション！

おうちでもできるマッサージを

教えてもらいます♪

パパの参加もお待ちしています！

講師：北目利子さん（助産師会）

対象：７か月未満の乳児とその保護者

持ち物：バスタオル、おむつ、飲み物など

定員：先着１５組

トランポリン、ボールプール、コンビ

カー等様々な遊具がそろっています。

広いスポーツ室で思いっきり遊ぼう！

施設の見学と、外遊びを予定しています。

対象：２～３歳児と保護者

（２～３歳児以外の乳幼児親子の希望者はご相談ください）

場所：八潮わかば幼稚園

人数把握のため、事前申し込みをお願いします。

詳しくは児童センターまでお問い合わせください。

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

＊23日はお休みです

５cm幅のラインの上を自由自在に

歩いたり・跳んだりしよう！

スラックライン準備・実施中は

スポーツ室を使うことができません。

あらかじめ、ご了承ください。

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！

1年生から参加できます！

初めて卓球をする子も大歓迎！

帰る時間はおうちの人と相談してね！


