
 
                                               

 

 

 
 

 

 ※この情報は            

6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   

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

■オーあそびタイム  ７/３(水)、７/１０(水)、７/１７（水） 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  ７/３（水）、７/１０(水) 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。 

■いろいろシアター☆サマーコンサート  ７/１７（水） 10：30～11：30 旗の台児童センター ホール 

 就学前の乳幼児親子さんを対象とした親子コンサートです。 

親子でのふれあい遊びはもちろん、目で楽しめる内容が盛りだくさん！ 

講師：ふれあいアドバイザーRAMU＆NARUMI      ※申し込み不要 

■ゆめいっぱいハッピークラフト  ７/１８(木) 16：00～17：00 旗の台児童センター遊戯室 

乳幼児親子・小学生対象です。世界にひとつだけのキャンドルホルダーをつくろう！ 

当日、児童センターに直接お越しください。  ※申し込み不要（先着 10 名）無料 

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 

電話 03-5750-4996   ＦＡＸ 03-3782-3830 

 

■「朗読講習会」  8/28(水)～10/30(水)毎週水曜日 全１０回  13：30～15：30  心身障害者福祉会館 

 聴覚障害者にわかりやすく聴きやすい朗読の基礎を学びます。 

 定員/20 人（抽選） 対象/18歳以上で品川区在住・在勤の方、ボランティア活動の意思のある方 

 費用/無料 テキスト代/650 円程度 申込方法/8 月 16日（金）（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、下記までご郵送ください。 

 

〒142－0064 品川区旗の台 5-2-2 

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 

★福祉ショップ『テルベ』って？ 

障害者の方が、自立をめざしてひとつひとつ丹精こめて作った手作り雑貨や、 

オリジナル工芸品を売っているお店です。 

イトーヨーカードー大井町店にあります。（品川区社会福祉協議会運営） 

 

身近なふくしの相談窓口、支え愛・ほっとステーションは、今年も「ふるさとまつり」

の会場で『テルベ』の出張販売をいたします。 

ちょっとしたプレゼントや便利グッズを探しに、いかがですか？ 

皆さまのご来場を、心よりお待ちしております♪ 

 

  日 時：令和元年 ７月 ２８日（日）１４:００～ 

会 場：「ふるさとまつり」清水台小学校グラウンド 

※当日は“支え愛・ほっとステーション”のぼり旗が目印です！ 

支え愛・ほっとステーション：電 話 ０３－６４２６－４１１０ 

ＦＡＸ ０３－３７８２－２５１１ 

 

清水台保育園   

電話/ＦＡＸ 03-3784-0519 

■七夕集会  ７/５（金） 10：00～10：30 清水台保育園ホール 
七夕のお話し  ※3784-0519 に申し込んでください。 
 

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

■ふるさとまつり  ７/２8（日）  14：00～20：00 清水台小学校校庭 （雨天中止、小雨決行） 

今年も花鉢配布、第二延山小児童音楽隊、荏原六中生徒の吹奏楽やダンス、清水台小児童の踊り等楽しい 
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。 

 

 

 

 

 

※例年１２：００からの開催でしたが、今年は１４：００からの開催です。 

   

※ 

 （注）また、今夏に予定されております参院議員選挙の日程がふるさとまつりと重なった場合には、 

ふるさとまつりの日程が変更になる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。 

 



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

熱中症に注意！！ 

夏の季節は、熱中症が増える時期です。熱中症は屋外だけでなく、高温・高湿になる室内でも 

発症します。熱中症にならないよう次のことを心がけましょう。 
 

【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言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 暑さに備えて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。 

 

 

旗の台保育園  
電話/ＦＡＸ 03-3784-1903 

■夏まつり  ７/１１（木） ホール、園庭、近隣 
 盆踊りを踊ったり、手作りのおみこしで近隣を練り歩いたりします。親子３組までです。 
受付時間は利用日の３日前までの 14：００～17：00 ※開催時間は園にお問い合わせ下さい。 

■保育体験  ７/25（木） 10：00～10：45 各クラス、保育室、園庭 

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 才児クラスです（各クラス親子１組）。 

受付時間は利用の３日前までの 14：00～17：00 

 

 

 
         
 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

■保護者会・林間説明会（５年）  ６/２８(金) 15：00～16：50 ５年ブース 

１学期の生活・学習の振り返り、夏休みの過ごし方などについてお話をするとともに、 

日光林間学園（７/２8～３０）についての説明をします。 

■学力向上を図るための調査（５年） ７/４(木) 8：40～12：10 各教室 

 東京都内の公立学校５年生全員が受ける調査です。結果を分析し、一人一人の課題を 

とらえたり、授業改善に活用したりします。 

■社会科見学（４年） ７/５(金) 8：45～15：00 品川清掃工場・水の科学館 

 私たちの暮らしを支える施設を見学し、社会科で学んだ内容について理解を深めます。 

■昭和大学上條記念館 トークショー＆ミニコンサート  ７/５（金） 9：45～11：00 昭和大学上條記念館 

 昭和大学上條記念館で行われる、全盲弁護士 大胡田誠さんによるトークショーと、 

全盲のソプラノ歌手 大胡田亜矢子さんとのミニコンサートを聞きに行きます。 

■保護者会（１・２・３年）  ７/９（火） 15：00～16：30 各教室・ブース 

 １学期の生活・学習の振り返り、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）  ７/１８（木） 15：00～16：30 各教室・ブース 

 １学期の生活・学習の振り返り、夏休みの過ごし方などについてお話をします。 

■終業式  ７/１９（金） 8：20～9：25 アリーナ 

 心身ともに成長してきたことを認め合い、その努力を讃え合う中で、集団への 

帰属意識を高めます。 

■夏季休業日  ７/２０（土）～８/３１（土） 

７／２２～８／８ 夏季水泳指導 

７／２２～８／２ 個人面談・三者面談 

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

■おやこ映画会  ７/２０(土) 14：00～15：00 荏原区民センター ２階レクホール 

「ドラえもん」と「アンパンマン」の２本立て 

幼児親子 小学生対象 無料 

■拡大版 おはなし会  ７/２７(土) 11：00～11：45 荏原区民センター １階和室 

・パネルシアター ・変型紙芝居 ・大型紙芝居 ・バイオリン演奏 

幼児親子 小学校低学年 無料 

■古週刊誌さしあげます  ７/２７(土) 10：30～ 荏原区民センター 図書室前にて 

古週刊誌を無料で差し上げます 

 

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」  ７/２３（火）～７/２８(日) 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  ７/２５（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。） 

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

 

■学校公開 セーフティ教室  ７/６(土) 10:15～11:00 授業 11:10～11：40 意見交換会 

 荏原警察署と連携して「セーフティ教室」を全学年で行います。 

1～３年生は不審者、連れ去り対策、４～６年生はインターネット・ハイテク犯罪の防止に 

ついて学習します。授業後は、荏原警察署の方から生活安全に関する話を聞き、保護者・ 

地域の方、教職員で意見交換会を行います。ぜひ、ご参加ください。 

■あいさつ運動  ８班 ７/１（月）～７/５（金）  ９班 ７/８（月）～７/１２（金） 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。学校生活にすっかり慣れた 

１年生も元気に参加しています。梅雨の時期となりますが、雨の日は昇降口で行っています。 

■学校保健委員会  ７/１０（木） 13：30～14：30 第二学習室 

 今年度は、定期健康診断結果の報告後に、「歯の健康について」の講演会を行います。 

講師は本校学校歯科医の間渕 豊司先生です。 

■ふるさとまつり  ７/２８（日）（雨天中止） 14：00開始（予定） 校庭・体育館 

 荏原第二地域センター管内の地域の方々主催のおまつりです。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。 


