
 
                                               

 

 

 
 

 

 ※この情報は            

４月１9日現在のものです 

 

編集・発行           

荏 原 第 二 地 域 セ ン タ ー                                 

電話 03-3782-2０００  

旗の台保育園  
電話/ＦＡＸ 03-3784-1903 
今月号のお知らせはございません。 

 

 

荏原第二地域センター  電話 03-3782-2000   ＦＡＸ 03-3782-2511 

■親子ハイキング  ５/１９（日） 富津海岸 しおひがり 

 毎年恒例、富津海岸へのしおひがりを今年もおこないます。お申込みいただいた 

 皆様、ご参加よろしくお願いいたします。 

※申し込みは終了しております。ご了承ください。 

 

 

小山在宅介護支援センター  
電話 03-5749-7288  
ＦＡＸ 03-5498-0646 
今月号のお知らせはございません。 

 

清水台保育園  電話/ＦＡＸ 03-3784-0519 

■離乳食を知ろう会  ５/１８（土） 

■保育園給食を知ろう会  ５/２４（金）    ※詳細は園までお問い合わせください。 

 

心身障害者福祉会館 障害者地域活動支援センター逢「あえる」  

電話 03-5750-4996   ＦＡＸ 03-3782-3830 

 品川区障害者地域活動支援センター逢
aeru

「あえる」 

品川区障害者地域活動支援センター逢「あえる」は、障害者総合支援法における地域生活支援事業に 

基づいた事業所（地域活動支援センターⅠ型）です。知的障害と身体障害を持つ方に対し、障害者の日中 

活動の場の一つとして、曜日ごとに創作活動などの社会参加の場や、生活能力を高めることを目的にした 

教室などを行っています。またボランティア育成事業、意思疎通支援事業を行っています。 

 

■５月より新規ご利用者募集！ 

障害のある方を対象に、様々な教室を開催しています。ぜひご利用下さい。 

～利用について～ 

料金／無料（実費負担あり）材料費は工作・料理・パソコンテーマ別教室は材料費100円、 

貼り絵50円かかります。 

対象／①品川区在住６５歳未満で、愛の手帳か身体障害者手帳をお持ちの方。 

②一人で来られる方。（送迎はありません） 

ご利用者募集教室 

【創作教室】工作：第２火曜 13:30～15:30／貼り絵：第１木曜 13：30～15：30 

【ダンス教室（知的障害対象）】第１・第３火曜 13：30～15：30 

【音楽教室】歌・合唱：第２金曜 10:00～12:00 

ミュージックセラピー：第４金曜 10:00～11:30 

【料理教室】知的障害対象：第１水曜／身体障害対象：第３水曜 13：30～15：30 

【パソコン個別指導】第２・４月曜 10:00～12:00 13:00～15:00 

【パソコンテーマ別教室】第３木曜 10:00～12:00  13:00～15:00  

【言葉のリハビリ教室（失語症の診断を受けている方対象）】 

毎週木曜（月３回）10:00～12:00  

【健康体操教室（肢体不自由の方で日常生活動作が自立している方）】 

毎週火曜（月３回） 10:00～12:00    

【生活講座】知的障害対象：第１金曜 10:00～12:00 

高次脳機能障害対象：第２土曜 13:30～15:30 

連絡先/〒142-0064品川区旗の台5-2-2、電話5750-4996・FAX3782-3830 

 

 

リサイクルショップ「リボン」 旗の台店  

電話 03-5498-7803  FAX 03-5498-7804 

■「再生自転車 売り出し」  ５/２３（木） 11：00～19：00 １F 店頭 

月１回の恒例の販売会です。 

 ・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） 

※午前 9：３０より整理券配布。１人１台限定。 

■「婦人・紳士のバッグ」特集 ／ 「アクセサリー」特集 

５/２３（木）～２７（月） 13：00～16：00 １Ｆ カウンター 

特別企画として、予約なしで出品を受付します。 

※期間中、１人１回１０点まで。 

■「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。 

引っ越し、改築、片付け・・・ 

まだ使える“衣料品・雑貨などの大処分” お気軽にご相談ください！ 
（一部、買い取りあります。出張の場合は近隣の方に限ります。） 

旗の台児童センター  電話 03-3785-1280  ＦＡＸ 03-3785-1260 

■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 

小学生以上が対象です。バトミントンやバスケットボールなどができます。 

■おもちゃであそぼう  毎週水曜日 10：30～11：45 旗の台児童センター ホール 

乳幼児親子対象です。コンビカーやボールプールで遊べます。 

申し込み不要です。 

■こみゅにてぃランチ  ５/２２（水） 10：30～13：00 旗の台児童センター クッキングサロン 

乳幼児親子の三世代交流ランチ会です。悠々ボランティアさんがランチを作ってくれます。 

ワンコイン程度の実費がかかります。詳細はセンターにお問い合わせください。 

☆定員：乳幼児親子１０組（先着順） 



「ほっとサービス」のご案内 

「電球を交換したい」「エアコンの掃除を頼みたい」…など、ちょっとした

お手伝いが必要な時は、地域のボランティアの方が 30分 200円でお手伝い 

します。 

利用料：30分までは 200円 

     ※30分を超えるごとに 200円追加になります。 

対  象：高齢者世帯、高齢者の一人暮らし 

     障害のある方など 

   ☆ボランティアで対応できない場合は、 

他のサービスをご紹介します。 

まずは、下記にご連絡ください。 

支え愛・ほっとステーション 電話：０３－６４２６－４１１０ 

             ＦＡＸ：０３－３７８２－２５１１ 
 

 

 

 
         
 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

旗の台文化センター  電話 03-3786-5191  ＦＡＸ 03-5702-2846 
今月号のお知らせはございません。 

 

第二延山小学校  電話 03-3781-1348  FAX 03-3781-1579 

■個人面談  ５/７（火）、９（木）、１０（金） 各教室 

 子供たちの健やかな成長のために、保護者と教員が面談し、情報を共有します。 

■消防写生会  １年生 ５/８（水） ２年生 ５/９（木） 8：45～10：15 校庭 

 消防署・救急車等の緊急車両の写生を行います。図画工作科における感性や 

技能を育てるとともに、防災意識を高めます。 

■スチューデントシティ（５年） ５/１１（土） 8：40～16：00 品川学園 

 職業及び消費者の体験をすることを通して、経済活動について知り、自己の 

将来について考えるきっかけとします。 

■音楽鑑賞教室（５年）  ５/１４（火） 8：40～12：10 きゅりあん 

 オーケストラの演奏を鑑賞し、音楽科の学習について学びを深めます。 

■水道キャラバン（４年）  ５/１５（水） 8：45～10：15 各教室・ブース 

 社会科学習の一環として、ゲストティーチャーを招いて水道水についての 

学びを深めます。 

■自転車教室（３年）  ５/２２（水） 8：40～10：15 校庭 

 自転車の安全な乗り方や交通安全全般について、荏原警察署の方から 

指導していただきます。 

■全校校外学習  ５/２４（金） 8：30～15：00 林試の森公園 

全校で林試の森公園に出かけます。なかよし班ごとに工夫して遊んだり、 

学年で計画した取組を行ったりします。 

■体力ＵＰ週間  ５/２８（火）～５/３１（金）  8：20～8：35  校庭・アリーナ 

時間と場所を分けて様々な運動に取り組み、体力アップを目指します。 

 

清水台小学校  電話 03-3781-4841  FAX 03-3781-4838 

■あいさつ運動  ２班 ５/１３（月）～５/１７（金） ３班 ５/２０（月）～５/２４（金） 

8：05～8：15 正門前 

 清水台小学校では、礼儀正しいあいさつができるように指導しています。 

今年度も、あいさつ当番を縦割り班で行います。 

全校児童が気持ちのよい、元気なあいさつができるようにしていきます。 

■消防写生会  ５/９（木） 10：40～12：00 校庭 

 校庭に荏原消防署旗の台出張所から消防車が来て、3年生が写生を行います。 

 消防士さんが放水用のホースを握り、消防車と一緒に立つ姿を見る機会は 

なかなかありません。迫力ある姿を画用紙いっぱいに描きます。 

■学校公開  ５/１８（土） 9：15～11：00 校内 

 今年度 2回目の学校公開です。子どもたちの様子をぜひ、ご覧ください。 

 

荏原区民センター 電話 03-3788-7939   ＦＡＸ 03-3788-7940 

■おはなし会 プーさん  ５/２５（土) 11：00～11：30 荏原区民センター 和室 

・パネルシアター ・絵本読み聞かせ ・紙芝居 ほか 

☆幼児親子・小学生低学年対象 ☆無料 

荏原消防署旗の台出張所  電話 03-3783-0119   FAX 03-3788-1478 

●子供の事故を防止しよう● 

 [日常生活における事故] 

平成２９年中は、136,213人が日常生活の事故で救急搬送されています。 

その中でも、５歳以下の子ども（乳幼児）と高齢者の緊急搬送人員が多く 

なっています。乳幼児は危険に対する認識が乏しく、危険を回避する能力が 

未熟です。家族など周囲の人が、過去にどのような事故が発生しているかを 

知り、事前に対策をとることで、重大な事故から子どもを守りましょう。 

★こんな事故が起きています。 

【事例】親が目を離した隙に・・・ 

  親が体を洗っており、体を流すために目を離した隙に子どもが４０㎝の水槽で溺水した。（１歳・中等症） 

  ※過去には、ビニールプールや首掛け式浮き輪を浴槽で使用して、保護者が目を離した際に乳幼児が 

溺れる事故も発生しています。 

 

●建物の安全性に関する情報を活用しよう● 

<違反対象物の公表制度> 

 違反対象物の公表制度は、「消防署が立入検査で把握した消防法令違反のある 

建物を公表する」という情報提供の制度です。違反のある建物を公表することで、 

都民の皆さんがその建物を利用するかどうかの判断材料とするとともに、建物 

関係者の自発的な防火対策への取組を促すことを目的としています。 

平成３１年２月２８日時点で、累計 1,393 棟を公表し、現在２４２棟が公表中 

です。 

<優マーク制度（優良防火対象物認定表示制度）> 

 優マーク制度（優良防火対象物認定表示制度）は、法令基準に適合していること及び 

防火のための自主的な取組みを行っていることを消防署長が評価し、防火安全性の高い 

優良な建物として認定する制度です。 

 優良防火対象物の認定を受けると優良防火対象物認定証（通称：優マーク）を表示する 

ことができます。 

 平成３１年２月２８日時点で、９７１棟が優良防火対象物に認定されています。 

建物をご利用の際は、防火安全性の証である優マークが表示されているか確認してください。 

 


