
 
                                               

 

 

 
 

 

             

             

 

 ※この情報は            

6月 1７日現在のものです 

 

 

編集・発行           

荏原第二地域センター                                 

電話 3782-2０００  

  

 

 
         
 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清水台小学校  電話 3781-4841 

■学校公開及びセーフティ教室 ７/２（土）  第１部 8：25～11：00 第２部 11:10～11:40 

第１部 各教室 第２部 国際理解教育室 

２日の学校公開ではセーフティ教室を行います。第１部は学年ごとに、交通安全や万引き防止等の授業から自分の身を守る方法を学

びます。第２部は、荏原警察・地域・保護者の皆さんと共に子どもの安全について意見交換会を行います。 

■あいさつ運動 ７/４（月）～１５（金） 8：05～8：15  正門 

７月のあいさつ運動は、縦割り６班と７班です。暑さに負けずにしっかりと元気なあいさつができるように、指導していきます。 

■学校保健委員会  ７/７（木） 13：30～14：20  国際理解教育室 

本校養護教諭より健康診断の結果や保健室の様子についてお伝えします。また、学校医の先生方をお招きし、子どもの健康について

保護者の方と話し合います。 

■保護者会  ７/７（木） 14：30～15：30  各教室 

 １学期末の保護者会を行います。１学期の学習や行事を通して子どもたちが成長した様子、夏季休業中の過ごし方等を話し合います。 

■終業式  ７/２０（水） 8：20～8：30 体育館 

１学期の自分の成長を振り返る式としていきます。また、夏季休業中の過ごし方の指導も行います。 

■ふるさとまつり  ７/２４（日） 清水台小学校 校庭 

本校児童も大勢参加して清水台ソーランを披露します。地域の皆様、ぜひ応援してください。 

■夏季水泳指導（前期）  ７/２１（木）～２９（金）〈土日を除く〉 １回目 8：30～9：50 ２回目 10：00～11：20 プール 

清水台小は、「６年生までに２５ｍ以上を泳げる児童 100％」が目標です。夏季休業中は特に、一人一人の力に応じた指導をします。 

■サマースタディ  ７/２１（木）～２５（月）＜土日を除く＞ １回目 8：50～9：50  ２回目 10：10～11：10 各教室 

夏期水泳指導と並行して１学期の学習の復習を行います。個に応じた学力の向上のための時間とします。 

 

旗の台文化センター  

 電話 3786-5191  

 特にありません。 

 

荏原第二地域センター 電話 3782-2000  

■ふるさとまつり  ７/２４（日） 12：00～20：00  

清水台小学校校庭 （雨天中止、小雨決行） 

今年も花鉢配布、清水台小児童による踊りや第二延山小児童音楽

隊、荏原六中生徒のブラスバンド等楽しいイベントが盛りだくさ

ん！児童センターのゲームコーナーも！第二延山小PTAによるバ

ザーや安くて美味しい模擬店もたくさん出店します。 

荏原区民センター   
電話 3788-7939 

 

■おやこ映画会  ７/９(土)  

14：00～15：00 ２階レクホール 
「ドラえもん」と日本昔話から「おむすびころりん」

とディズニーアニメの３本立 

※無料 幼児親子 小学生対象 

 

■拡大版 おはなし会   ７/２３(土)  

 11：00～11：30  １階和室 
・パネルシアター・絵本読み聞かせ・紙芝居ほか 

※無料 幼児親子 小学生対象 

 

■古週刊誌さしあげます  ７/２３(土)   

10：30～  図書室前 
古週刊誌を無料でさしあげます 

旗の台保育園  電話 3784-1903 

■保育体験  ７/２６（火） 10：00～10：45 各クラス、園庭及び保育室 

お子さんと同年齢のクラスにて、一緒に遊んだり園児とふれあったりします。 

※対象年齢は０・１・２歳児クラスです。（各クラス親子１組） 

■夏まつり  ７/１４（木） 10：00～10：45 ホール、園庭および近隣 

 年長児が太鼓を披露します。手作りのみこしで近隣を練り歩きます。 ※親子３組 

 盆おどりを一緒に踊りましょう。 

支え愛・ほっとステーション  電話 6426-4110 

身近な「ふくし」の相談窓口、支え愛・ほっとステーションは「ふるさと

まつり」の会場に於いて福祉ショップ「テルベ」（品川区社会福祉協議会運営）

の出張販売をいたします。 

障害者の方が、自立を目指してひとつひとつ丹精こめて作った手作りの生

活雑貨やオリジナル工芸品を中心に販売いたします。ちょっとしたプレゼン

トや便利グッズを探しにぜひお立ち寄りいただきたきますよう、ご来場をお

待ちしております。 

 

日時：平成 2８年７月２４（日）1２：00～ 

会場：「ふるさとまつり」清水台小学校グラウンド 

※「支え愛・ほっとステーション」の大きなのぼり旗が目印です 

お気軽に上記電話番号までお問い合わせ下さい。 

 
第二延山小学校  電話 3781-1348 

■社会科見学（４年） ７/１（金） 8:40～15:30 品川清掃工場・資源化センター・東京都水の科学館 

 実際の見学を通して、社会科見学で学んだことの理解を深めます。公共のマナーについて学ぶ機会ともなります。 

■スチューデントシティ（５年）  ７/２（土） 8：15～16：00 品川学園 
５年生が市民科学習として、経済体験をします。品川学園内に再現された街と店舗を使って、働く人や消費者の立場に立っ

て学習します。 

■児童・生徒の学力向上を図るための調査（５年） ７/７（木） 8:40～12:15 各教室 

 東京都内の５年生が一斉に取り組みます。調査の結果は、児童本人が今後の課題について考えたり、教員の授業

改善に役立てたりします。 

■保護者会（１・２・３年） ７/１１（月） 15:00～16:00 各学年ブース・各教室 

 １学期の生活・学習の様子、「あゆみ」（通知表）の見方、夏休みの過ごし方などについてお話をします。 

■保護者会（４・６年） ７/１４（木） 15:00～16:00 各学年ブース・各教室 

 １学期の生活・学習の様子、「あゆみ」（通知表）の見方、夏休みの過ごし方などについてお話をします。 

■社会科見学（３年）  ７/１４（木） 8：40～15：30  大田市場、品川区防災館、東京港野鳥公園 

 実際の見学を通して、社会科学習で学んだことの理解を深めます。公共のマナーについて学ぶ機会ともなります。 

■終業式 ７/２０（水） 10:45～11:15 アリーナ 

 １学期の成長を友達同士認め合う中で、集団への帰属意識を高めます。夏休み中の生活について、計画的に過ご

す意欲を持たせます。 

■夏期水泳指導 ７/２１（木）～８/８（月） 8:50～14:20 プール 

 期間中の平日、泳力ごとに指導します。１学期中に立てためあてを達成できるように、泳力アップをめざします。 

■個人面談・三者面談 ７/２１（木）～２９（金） 各教室他 

 １～５年生は保護者の方との個人面談、６年生は児童・保護者の方との三者面談を行います。時間は各担任より

お知らせします。 

■日光林間学園（５年） ７/２３（土）～２５（月） 全日 日光 

 日光の自然や歴史的建造物に連れ、体験的な学習をします。集団生活を通して、規範意識や思いやりの心を育てます。 

お気軽に上記電話番号までお問い合わせください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

荏原消防署旗の台出張所  電話 3783-0119    

■熱中症を予防しましょう！ 

  毎年、多数の方が熱中症で病院に搬送されているため、昨年も早い時期から熱中症に対する

注意喚起が行われました。しかし、７月から８月にかけて猛暑日が８日間連続となるなど、

熱中症による救急搬送は、一昨年と比較すると１，０００人以上も増加しました。そのうち

半数以上は高齢者（６５歳以上）であり、入院を必要とされる方の割合も５割以上と非常に

高くなっています。 

 今年も猛暑が予想されることから、ご自身と周囲を含め、熱中症予防対策を行いましょう。 

 

【熱中症対策】 

①こまめに水分補給をしましょう。 

スポーツや作業をしていると、水分補給を忘れがちになります。また、のどが渇いたから

といって一度に大量の水分をとると、胃の働きが低下し、体調を崩してしまいます。こまめ

に水分を補給して、脱水を防ぎましょう。 

 

②高温・多湿・直射日光を避けましょう。 

熱中症の原因の一つが高温と多湿です。屋外では強い日差しを避け、屋内ではエアコンや

扇風機を上手に活用して風通しを良くするなど、高温環境に長時間いないようにしましょう。 

 

③暑さに備え体づくりをしましょう。 

冷房に頼りすぎず、ウォーキングなど運動をすることで汗をかく習慣を身に付け、暑さに

強い体を作りましょう。ご高齢の方や体力を消耗した時は、絶対に無理をせず、こまめに休

憩しましょう。 

 

最後になりますが、日頃から睡眠、休養、栄養を十分にとり、体調管理に努めてください。 

 

 

リサイクルショップ「リボン」旗の台店  電話 5498-7803 
 
■「婦人紳士バッグ」特集 「帽子、傘、サングラス」特集 

  ７/２２（金）～２６（火） 13：00～16：00 １Ｆカウンター 

特別企画として委託品の大募集と販売会を開催します。※期間中１人１回１０点まで 予約丌要です。 

■再生自転車「売り出し」 ７/２８（木） 11：00～19：00 １Ｆ店頭 

月１回の恒例の販売会です。朝９：３０頃から整理券を配布します。１人１台限定。 

・ギア無 6,975 円（税込価格 防犯登録料含む）・ギア付 8,975 円（税込価格 防犯登録料含む） 

■１００円均一処分セール 毎週金曜日 11：00～19：00 １Ｆ店頭 

衣料品、雑貨などすべて１００円で大処分します。 

心身障害者福祉会館   

電話 5750-4996   

■「朗読講習会」 ８/２４～１０/２６ 毎週水曜日 全１０回 13：30～15：30 

 視覚障害者にわかりやすく聴きやすい朗読の基礎。 

 場所：心身障害者福祉会館 

対象：１８歳以上で品川区内在住・在勤の方、ボランティア活動の意思のある方 

 費用：無料  定員：２０人（抽選） 

 申込方法：８月８日（月）（必着）までに往復はがきに、講習会名・住所・氏名（ふりがな）・ 

電話番号・年齢を明記の上、下記までご郵送下さい。 

 〒142-0064 品川区旗の台 5-2-2  ☎03-5750-4996 FAX:03-3782-3830 

 品川区立心身障害者福祉会館 障害者地域活動支援センター 

 

小山在宅介護支援センター  電話 5749-7288    
■三德会 介護者教室 なるほど！介護に役立つ「認知症の人の感じ方・考え方」 

 認知症の方は物事をどうとらえて考えているのかを知り介護に役立てていきましょう！ 

 認知症の専門医である品川認知症疾患医療センター・荏原中延クリニック院長 酒井隆先生が事例も交えて「なる

ほど！」と思う話をしてくださいます。 

＜日時＞ 平成２８年７月１６日（土） 午前１０時～１１時３０分 

＜場所＞ 平塚橋ゆうゆうプラザ（品川区西中延１－２－８） 

＜講師＞ 品川認知症疾患医療センター 荏原中延クリニック 酒井隆院長 

＜定員＞ ５０名（先着） ＜費用＞ 無料 

＜締切＞ ７月１５日（金） 

＜申込先＞ 戸越台在宅介護支援センター ５７５０－１０５３ 

※申し込み時に、氏名・住所・電話番号をお伝えください。 

旗の台児童センター  電話 3785-1280 
■おもちゃで遊ぼう  毎週水曜日  10：30～11：45  旗の台児童センター 

ボールプールやミニジャングルジムなどのおもちゃを使って楽しく遊びましょう！ 

対象：乳幼児親子 ※申し込み丌要 

■オー！あそびタイム  毎週水曜日 14：00～16：00  旗の台文化センタースポーツ室 

広いスポーツ室で、バスケットボール、バトミントン、バレーボール、鬼ごっこなど思い切り体を動かして遊べます。   

対象：小中高校生 ※申し込み丌要 

■パパママプラザ  ７/９（土） 10：00～13：30  旗の台児童センター 

パパを含めたママと家族が対象です。パパはクッキング、ママはローズウインドウ作り。家族でご飯を食べた後には美味しいコーヒー

の淹れ方を学びます。 

※参加費：一家族８５０円 ※６/１５～申込み開始 ※詳細はセンターのお知らせをご覧ください。 

■親子でクッキング  ７/２２（金） 10：30～13：00 旗の台児童センター 

親子で楽しく調理します。親子で参加してください。 

 ※詳細はセンターのお知らせをご覧ください。 

■荏原第２地区ふるさとまつり  ７/２４（日） 12：00～17:00 清水台小学校 

 区民祭りでのゲームコーナー出店 

 ※詳細はセンターのお知らせをご覧ください。 

■あそびのオリンピック  ７/２７（水）14:00～16:00 旗の台文化センタースポーツ室 

 文化センターのスポーツ室で、バレーボールやプラズマカーレースなど、身体を動かして遊んじゃおう！！ 

■チャレンジクッキング  ７/２８（木）10:00～13:00 旗の台児童センター 

  小学生対象のクッキング。ランチをみんなで楽しく作って食べよう！ ※詳細はセンターのお知らせをご覧ください。 

■デイキャンプ  ７/２９（金）9:30～14:00 平和の森公園キャンプ場 

 平和の森公園キャンプ場でアウトドアクッキングを楽しもう。食べた後はみんなで大きな広場で遊んじゃおう！ 

 ※詳細はセンターのお知らせをご覧ください。 

■親子サマークラフト  ７/３０（土）10:30～12:00  

 パパと子で工作を楽しもう！ ※詳細はセンターのお知らせをご覧ください。 

清水台保育園   電話 3784-0519 

■子育て体験  ７/２０(水) 10：00～11：00 

お子さんの年齢のクラスに入ります。 

■七夕集会  ７/７(木) 9：50～11：00 ホール 

七夕の由来を知り、歌ったりペープサートを見て楽しみます。 

■ちびっこまつり  ７/22(金)  午前の部・午後の部  保育園内 

縁日ごっこ、盆踊りなど 

 


