
 
                                               

 

 

 
 

 

 ※この情報は            

５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 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。 

 

聞いてみませんか？ 

お薬のこと、ご自分の身体のこと、地域のこと！ 

 
荏原薬剤師会の方から、薬の飲み方についてのお話を聞く、肌年齢を測るなどを行い

ながら、地域の皆さんで交流する機会になればと思います。 

 

★ 荏 原 第 二 地 区   地 域 交 流 会 ★ 
日時：６月２６日（水）１４：００～１５：４５ 

場所：荏原第二地域センター 

内容：・薬剤師さんによるお話 

   ・肌年齢、血管年齢、体組成（筋肉量や 

体脂肪の量など）の計測 

     ・茶話会 

 

参加の申し込み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 
 

 

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

今月号のお知らせはございません。 

 
  

 

 

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。 

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。 

 

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。 

 

 

 

■心身障害者福祉会館まつり 

    ～広げよう福祉の輪と地域の絆～  ７月７日(日)  午前 11時～午後 3時  障害者福祉会館 

 「広げよう福祉の輪と地域の絆」をメインテーマに心身障害者福祉会館祭りを開催します。 

模擬店やゲームコーナーなど楽しめる企画を用意しています。ぜひお越しください。 

場所：障害者福祉会館  旗の台 5-2-2   電話 03-3785-3322 

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

■お楽しみ映画会  ６/１４(金) 18：00～20：00 荏原区民センター ２階レクホール 

上映作品はポスターでお知らせします。詳細は町会掲示板をご覧ください。 

☆無料   問い合わせ先 荏原区民センター事務局 

■おはなし会 プーさん  ６/２２(土) 11：00～11：30 荏原区民センター 和室 

・パネルシアター ・エプロンシアター ・絵本読み聞かせ ・紙芝居 ほか 

☆無料   問い合わせ先 荏原区民センター図書部 

清水台保育園   

電話/ＦＡＸ 03-3784-0519 

今月号のお知らせはございません。 
 

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。 

■ゆめいっぱいハッピークラフト  ６/８（土） 10：30～12：00 旗の台児童センター 

乳幼児親子・小学生対象です。『ビー玉ゲーム』を作ります。 

当日、児童センターに直接お越しください。 

☆参加費無料 ☆先着 10 名 



 

 

 
         
 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

●河川やプール等での水の事故を予防しよう● 

夏は河川でバーベキューをしたり、プール等に出かける機会が増えて楽しい季節ですが、溺れて 

 救急搬送される事故も、この時期に多くなります。 

  乳幼児では、深さ数センチのビニールプールでも溺れることがあります。 

  河川やプール等で溺れる事故は、生命を脅かす事故となる可能性が高いことから、十分な注意が 

 必要です。 

 

河川やプール等での水の事故を防ぐために 

①小さい子供と一緒に水遊びをする際は、子供から目を離さず、保護者や大人が必ず付き添って 

遊びましょう。 

②飲酒後や体調不良時には遊泳は行わず、もし遊泳しようとしている人がいたら、周りにいる人は 

 遊泳をやめさせましょう。 

③海や河川では、気象状況に注意を払い、荒天時や天候不良が予測される場合は遊泳や川岸等での 

 レジャーは中止しましょう。 

  ④海や河川では、ライフジャケットを着用するなど、事故の未然防止に努めましょう。 

 

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

■あじさい読書月間  ６/１（土）～６/２８(金) 各教室 

 本の楽しさを味わい、進んで読書しようとする態度を育てます。 

期間中に２回「全校読み聞かせ」もあります。 

■引き取り訓練  ６/1(土) 10：15～11：50 下校コース 

 警戒宣言に伴う引き渡し訓練の方法について知り、身に付けます。 

■全校一斉体力テスト ６/１３(木)～６/１５(土) 8：30～11：40 校庭・アリーナ 

 子供たちの体力・運動能力の実態を調査するために、ソフトボール投げや 

立ち幅跳びを行います。 

■学校公開  ６/１３(木)～６/１５(土) 8：15～12：10 各教室 他 

 子供たちの生活・学習の様子を保護者・地域の方々にご覧いただきます。 

13 日(木)は５校時に市民課授業地区公開講座を行います。 

■プール開き  ６/１７(月) 8：20～8：35 アリーナ 

 全校朝会の時間にプール開きを行い、めあてを立てたり安全についての 

理解を深めたりします。この日から水泳指導が始まります。 

■日光移動教室(６年)  ６/１７(月)～６/１９(水) 全日 日光 

 ６年生が日光移動教室に行きます。小学校生活２度目の集団宿泊行事です。 

豊かな自然や文化遺産に触れる体験の中で、多くのことを学びます。 

■小中合同地域清掃(５年)  ６/１７(月) 13：45～15：20 学校周辺 

荏原第六中学校の７年生と合同で学校から西小山駅付近までの清掃を行い、 

地域に貢献しようとする態度を育てます。 

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

 

■学校公開  ６/１(土) 9:15～11:50 校内 

 今回の土曜授業では、１・２校時に保護者の方にお手伝いいただきながら、 

体力調査を行います。縦割り班で協力しながら各種目を行います。 

■あいさつ運動  ４班 ６/３（月）～６/７（金）  ５班 ６/１０（月）～６/１４（金） 

             ６班 ６/１７(月)～６/２１(金)  ７班 ６/２４(月)～６/２８(金) 

8：05～8：15 正門前 

 縦割り班ごとに正門前で、あいさつをしていきます。１年生も元気に参加しています。 

■市民科授業 地区公開講座  ６/１５（土） 9：15～11：40 校内 

 「市民科」の授業公開を行います。その後、図書室にて教員・保護者・地域の方々 

による意見交換会を予定しております。ぜひ、ご参加ください。 

■緑の募金  ６/１７（月）～６/２０(木) 8：05～8：15 正門前 

 環境教育の一環として、森林保護の活動に参加しています。募金活動を通して、 

児童が自然を大切にする心を育てていきたいと思います。地域の皆様もご協力を 

お願いいたします。 

■読書旬間  ６/１７（月）～６/２８(金) 校内 

 一学期の読書旬間を行います。図書委員の児童が図書館スタッフと相談しながら、 

読書に親しめるような企画を考えていきます。 

 ２７日(木)の朝学習の時間には「教員による読み聞かせの会」を行います。 

誰がどの本を読み聞かせるのかは、当日のお楽しみです。 

■避難訓練（一斉下校）  ６/２８(金) 14：00～ 校内・校外 

 台風による大雨洪水及び暴風警報が今後発令される恐れがある、という想定で、 

児童が安全な行動ができるように、方面別一斉下校訓練を行います。 

 

 

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 

■「はじめての方限定 特別出品募集」  ６/２２（土）～６/２７(木) 13：00～16：00 受付１Fカウンター 

衣料品、雑貨、食器、寝具など委託販売の出品を募集します。 

期間中、１人１回１０点まで  予約不要 

■「リサイクル自転車」販売会  ６/２７（木） 11：00～19：00 １Ｆ 店頭 

※午前 9:30 より整理券配布 ギア無 6,975 円 

 １人１台限定       ギア有 8,975 円 (税込、防犯登録料を含む) 

■「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。 

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。） 


