荏原消防署旗の台出張所

電話 03-3783-0119

FAX 03-3788-1478

※この情報は
7 月 13 日現在のものです

■電気火災を予防しましょう！
平成 30 年 8 月 1 日から 8 月 31 日は、
「電気使用安全月間」です。家具、家電の裏の電気配線やコンセン

編集・発行
荏原第二地域センター
電話 03-3782-2０００

トの掃除、たこ足配線をしていませんか？長年使用しているコードの劣化や損傷によって火災につながる危険
性があります。家庭内のコンセント周りをもう一度確認して火災を未然に防ぎましょう。
～確認のポイント～
１． 劣化した電気コードは使用していないですか？
２． コードを引っ張ってプラグを抜いていないですか？
３． たこ足配線をしていませんか？
４． コンセント、プラグにほこりはたまっていませんか？

■電子レンジによる火災増えています！

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。

電子レンジの使い方を間違えていませんか？時間設定ボタンの「１分」と「１０分」を押し間違えていませ
んか？さつま芋や肉まんなどは、長時間加熱すると急速に燃焼する危険があります。電子レンジ内部の確認を
怠ると火災に繋がることがあるのでしっかりと確認を行い正しい使用方法で使用しましょう。
～電子レンジ火災時の対応～
１．扉を開けずに電源を遮断する。
２．扉を閉めたまま、あわてずに電子レンジ内の様子を見る。
３．火が消えなければ、扉を閉めたまま、消火器などの消火器具を準備する。
※万が一火災が発生したときは、１１９番通報してください。

■ＳＴＯＰ 住宅火災
本年、荏原消防署管内では火災が急増し、火災による死者が２名発生し、負傷者も多く発生しています。
火災による被害を防ぐために住宅防火に心掛けましょう。
～住宅火災を防ぐために～
１． 火気の取扱いには十分注意し、火気器具周辺は、整理整頓しましょう。
２． 調理中は、その場を離れないようにしましょう。

清水台小学校

電話 03-3781-4841

FAX 03-3781-4838

■学校擁壁耐震化工事 ７月下旬～１１月下旬 9：00～17：00 中原街道沿い
中原街道沿いの擁壁の老朽化に伴い、耐震化工事を行います。夏休みから１１月末までの長期間、工事車両
の出入りや騒音等でご迷惑をお掛けします。ご理解のほどお願いいたします。
■夏季水泳指導 ８/２２（水）～２９（水） １回目／8：30～9：50 ２回目／10：00～11：20 清水台小学校プール
７月の前期指導に引き続き、後期の指導を行います。６年生までに全員が２５ｍ以上泳げることが目標です。
毎年、夏休み中の水泳指導で泳力がかなり伸びます。一人一人に課題をもたせて指導をしていきます。
■サマースタディ ８/２９（水）・３０（木） １回目／8：50～9：50 ２回目／10：20～11：20 清水台小学校
７月の前期指導に引き続き、後期の指導を行います。後期は、新学期に向けて、国語と算数の課題別指導を
中心に行います。
■避難所体験会 2018 ８/２５（土）・２６（日） 16：00～翌 8：30 清水台小学校
PTA 役員とグッドファーザーの会が協力し、子どもたちに災害時に近い状況での宿泊体験を行います。
また、夜には校庭で花火の安全講習会も行います。

３． 寝たばこは絶対にやめましょう。
４． 火災を早期に発見するために、住宅用火災警報器を設置しましょう。

第二延山小学校

電話 03-3781-1348

FAX 03-3781-1579

■夏季水泳指導 ７/２３（月）～８/７（火） 8：30～12：10 プール
児童の泳力を高めるために、期間中、泳力別に水泳指導を行います。指導内容は授業に
準じます。土・日は指導はありません。
■日光林間学園（５年） ７/２７（金）～７月２９日（日） 全日 日光
５年生が日光林間学園に行きます。家庭から離れての集団生活、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。
■夏休み復習教室 ８/２７（月）～８/３０（木） 8：30～10：20 各教室
学習の基礎基本の定着を目指し、既習内容の復習をします。全学年までの学習に自信を付け、
２学期の学習に自信を付け、２学期の学習に対する意欲を高めます。

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 ８/２５(土) 午前１１時～１１時３０分まで 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・小学校低学年向け ☆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 03-3786-5191

ＦＡＸ 03-5702-2846

今月号のお知らせはございません。

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。

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。

心身障害者福祉会館
電話 03-5750-4996

障害者地域活動支援センター逢「あえる」

ＦＡＸ 03-3782-3830

■点字講習会
視覚障害者の方たちに使われている点字。点訳技術を身につけ、点訳ボランティアを始めませんか？
ボランティア活動を始めたいと思っている方、この機会に是非ご参加下さい。
日時／平成３０年８月３１日～１１月３０日 毎週金曜 全１３回 13：30～15：30
※１１月２３日を除く
対象／品川区在住・在勤の健常者
費用／点字器具・テキスト代として 2,100 円程度
定員／２０名（応募者多数の場合は抽選）
場所／心身障害者福祉会館
申込方法／８月１７日（金）
（必着）までに往復はがきに講習会名・氏名（ふりがな）
・住所（区外の方で在勤の方は勤務先住所も記載）
・電話番号・生年月日を
明記の上、下記までご郵送ください。
〒142-0064 品川区旗の台５－５－２
電話：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

定期的な訪問（安否確認など）のご案内

旗の台児童センター

電話 03-3785-1280

ＦＡＸ 03-3785-1260

■親子クッキング ８/４（土） 10：30～13：00 旗の台児童センター クッキングサロン
幼児親子のクッキング 定員１０組 ★申し込み制 実費かかります。
※詳細は、児童センターのおしらせをご覧ください。
■チャレンジクッキング ８/２９（水） 10：30～13：00 旗の台児童センター クッキングサロン
小学生のランチクッキング 定員１０人 ★申し込み制 実費かかります。
※詳細は、児童センターのおしらせをご覧ください。
■おもちゃであそぼう 毎週水曜日（８/１、８、１５、２２、２９） 10：30～11：45 旗の台児童センター ホール
就学前の乳幼児親子対象に、遊具開放をします。 ☆申し込み不要
■オー！あそびタイム ８/１（水）、８/２９（水）全２回 14：00～16：00 旗の台文化センター スポーツ室
バトミントン、バスケットボールなどができます。 小中高生対象 ☆申し込み不要

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」 ８/２３（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９：４０より整理券配布。１人１台限定。
■「婦人・紳士 スポーツウェア」特集 「婦人・紳士 靴」特集
８/２３（木）～２７（月） 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。 予約不要。 ※靴は汚れの目立たないもの
■「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。

1 日中誰とも話をしていない、誰かと話したい、世間話や地元の話がしたい、
月に 1 回でも～２回でも安否確認にきてほしいなど・・・
地域のボランティアさんがお宅を訪問します。
別居されているご両親の安否確認にもご活用ください。
＊対象＊ 高齢の独り暮らしまたは高齢者世帯など

荏原第二中学校・平塚中学校・荏原平塚中学校・荏原平塚学園の

卒業生の皆様へ
荏原平塚学園同窓会「わかたけ会」 第５回総会開催のご案内
日時：平成３０年１１月１１日（日）

午後２時～午後４時３０分
（受付開始

会場：荏原平塚学園
まずは下記連絡先までお気軽にお問合わせください。
支え愛・ほっとステーション：電話０３－６４２６－４１１０
ＦＡＸ０３―３７８２－２５１１

５階

午後１時３０分）

多目的ホール（旧 平塚中学校跡地）

会費：参加費 2,000 円 ＋ 年会費２年分 1,000 円（但し、20 歳未満は無料）
【問い合わせ先】
藤村電器（株）内

下村

彰

電話

03-3783-8186

