
※古紙を配合した紙を使用しています。

８３(ハチさん)運動は「小学生の登下校時刻である８時と

３時には、なるべく外の用事(道路の掃除・花の水やりなど)

を行いながら子どもを見守ろう」という運動です。品川区

立小学校ＰＴＡ連合会会長の発案で平成１７年度に始まり、

その後全国的な広がりをみせています。現在では８時と３

時だけでなく、散歩や買い物など普段の生活の中で周りに

いる子どもの存在を意識し、「子どもを見守ることを生活

の一部にしよう」という活動となっています。誰でもいつ

でもどこでも取組める活動です！

「こども１１０ばんの家」は子どもが登下校の時などに不審者

からの迷惑行為を受けて危険に遭遇したときに、安心して一時避

難できるところです。この活動は、地域の大人たちが日常出来る

範囲で子どもたちを見守っていこうという活動です。地域の家庭・

ＰＴＡ・町会・事業所等にご協力いただいています。品川区内で

は平成２８年度末で１,８６４軒の「子ども１００ばんの家」があ

ります。どこにこのステッカーが貼ってあるか確認してみましょ

う！！

８３運動

子ども110ばんの家

セーフティー教室in浅間台小学校
５月１９日(金)に浅間台小学校でセーフティー教室が行われま

した。セーフティー教室は各学校で行われていますが、今回は浅

間台小学校１～３年生向けの教室を取材してきました！

品川警察署の方が「自分の身は自分で守る」ということをテー

マに低学年の児童にも分かりやすいように映像資料を交えて防犯

の説明をされていました。防犯の合言葉は「行かない・乗らない・

大声を出す・すぐに逃げる・知らせる」の頭文字から

『いかのおすし』ということでした。

また、自分の身を守るためにはいざというときに

大声で助けを呼べるように「朝と帰りの挨拶を

いつも大きな声ですること」の大切さも学びました。

みんなで覚えよう☆イカのお寿司！！

▲実際に不審者に話しかけられた時にどのよう

に身を守るかというロールプレイを行いました。



み

今年も囲碁教室開講しました

〈 品川学園 〉
校長 荒川 右文

ＰＴＡ会長 山領 健介

PTA会長代行 青海 武善

〈 城南小学校 〉
校長 中嶋 英雄

ＰＴＡ会長 北村 茂久

〈 浅間台小学校 〉
校長 林 誠

☆ＰＴＡ会長 斉藤 大輔

〈 城南第二小学校 〉
☆校長 森嶋 尚子

ＰＴＡ会長 田村 憲

〈 立会小学校 〉
校長 勝進 亮次

☆ＰＴＡ会長 寺田 善一

〈 東海中学校 〉
校長 野口 敏朗

ＰＴＡ会長 渡邉 啓

〈 城南幼稚園 〉
園長 丸山 智子

〈 しながわ保育園 〉
園長 多田 嘉弘

〈都立品川特別支援学校〉
校長 平塚 雄二

本年度、城南第二小学校校長に着任いたしました

森嶋尚子です。昨年度まで６年間、荏原地区の延山

小学校の校長を務めておりました。今年度から品川

地区に仲間入りさせていただくことになりました。

さまざまな場面でお世話になると思います。これか

らどうぞよろしくお願いいたします。平成１１年度

から８年間、こちらの地域の小学校に勤務していた

経験があり、とても懐かしい気持ちで城南第二小学

校に着任いたしました。地域を巡っていて、十数年

前を思い出しながらも旧東海道の歴史ある街並みと

天王州等のスタイリッシュな新しい街並みとが融合

した素敵な街だなあと新たな魅力を再発見している

ところです。

これから教職員一同、地域の子どもたちの健やか

な成長を目指して教育活動に邁進する所存です。ご

理解、ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

城南第二小学校 森嶋 尚子校長

はじめまして！管内の学校を紹介します

☆のついている方は２９年度からの新任です。



5月14日(日)に第25回福栄
会まつりが開催されました。
品川第二地区支え愛活動連
合会では毎年恒例のポップ
コーンの販売を行いました。
また、品川第二地区支え愛
ほっとステーションでは福
祉ショップ｢テルべ｣の商品
販売を行い、多くの皆様が
足を運んでくださいました。
今年の福栄会まつりも、

たくさんの出店やステージ
での催しにより大いに盛り
上がっていました♪

天妙国寺の曼荼羅が品川区の指定文化財になりました！

第25回 福栄会まつり開催



管内の施設行事

品川学園 ≪3474-2671≫

6日(火) 避難訓練

20～22日 期末考査(5～9年生)

体力テスト(1～4年生)

28日(水) スポーツテスト(5～9年生)

30日(金) 学校公開･市民科授業地区公開講座

城南小学校 ≪3471-7919≫

2日(金) お祭りごっこ(1･2年生)・避難訓練

16日(金) 学校公開・セーフティ教室

23日(金) 社会科見学(4年生)

29日(木) 東海道ウォークラリー(6年生)

浅間台小学校 ≪3474-2727≫

13日(火) 東京都体力テスト

19日(月) 水泳指導開始

20日(火) こころの劇場(6年生)

26日(月) 赤ちゃん交流

城南第二小学校 ≪3471-7481≫

2日(金) 遠足(3年生)

8日(木) 遠足(1年生)

17日(土) 学校公開･市民科授業地区公開講座

23日(金) 不審者対応訓練

東海中学校 ≪3471-6951≫

12日(月) 租税教室(9年生)

17日(土) 生徒総会

22～24日 期末考査

城南幼稚園 ≪3471-7584≫

2日(金) おまつりごっこ

16～17日 幼稚園公開

23日(金) 避難訓練

26日(月) プール開き

品川保育園 ≪3471-0506≫

7日(水) 乳児身体測定

8日(木) 歯科検診

9日(金) 幼児身体測定

15～16日 5歳児お楽しみ会

都立品川特別支援学校 ≪5460-1160≫

9日(金) 学校公開

15～16日 授業参観

21～23日 修学旅行(中学3年生)

28～30日 移動教室(小学5･6年生)

南品川児童センター 3450ー5043

★｢小学生と赤ちゃんのふれあい事業｣
日時：6/26(月） 10：45～11：30

(集合は10:30)

対象：平成28年度生まれ親子

定員：15組程度

内容：浅間台小学校の6年生の授業に
参加して、命の大切さや子育ての
楽しさを共有しましょう。

申込：期間6/1(木)～6/24(土) 先着順

東品川児童センター 3472ー5806

★｢演劇鑑賞交流会｣
日時：6/24(土）11：00～12：00 (開場10:30)

対象：どなたでも(無料)
定員：なし

会場：品川区立台場小学校１階 体育館

内容：｢デフ・パペットシアター・ひとみ｣に

よる｢一寸法師｣＆お楽しみ交流会を行

います。開演後の入場はできませんの

で、早めにご来場ください。この事業

は東品川・北品川児童センターとの連

携事業です。うわばきと外履きを入れ

る袋を持参してください。

※詳細や、その他のイベントは各児童センター

にお問い合わせください。(日・祝日除く)

きせつ風 №176 発行H29.6.1

☆『きせつ風』(カラー版)は品川区役所ホームページからご覧いただけます☆
⇒ http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000007600/hpg000007577_2.htm

南品川シルバーセンター 3471－7000

○マッサージサービス 6/12(月) １人３０分

(無料、定員16名、希望者多数の場合は抽選)

★会員募集
○華陽会(生花) 第1・3火曜日 午前9：00～12：00
○直睦会(民謡) 第2・4土曜日 午前9：30～12：00
○二葉会(舞踊) 毎週金曜日 午後1：00より
○悠遊会(カラオケ) 毎週土曜日 午後1：00より
○声俊会(カラオケ) 毎週土曜日 午前9：00より
○グループカラオケ会員募集しています。

◇お風呂 男性(火・木曜日)／女性(水・金曜日)

東品川シルバーセンター 3472－2944

○ふれあい演芸会 6/17(土) 9:30～16:00
○マッサージサービス

毎週火曜日 6/6・13・20・27 10：00～15：00
（２週間前より予約を受付けています。利用者多数の場合は抽選を行います）

○入浴サービス 月～土曜日 10：30～16：00

○マッサージ機サービス 月～土曜日 9：00～16：00

○スカイウエルサービス 月～土曜日 9：00～17：00

※シルバーセンターの利用対象者は区内在住60歳以上の方、

全て無料です。初めてご利用の際には利用券をお作りします

ので、住所と生年月日が確認できるものをお持ちください。

※休館日：日曜、祝日、年末年始


