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 3F 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。 10 月９日(水)はお休みです。
■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 2F 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。
■ゆめいっぱいハッピークラフト １０/１7（木） 15：00～17：00 旗の台児童センター 2F 遊戯室
乳幼児親子・小学生対象です。 何を作るかはお楽しみ！
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
■マジックショータイム １０/９（水) 15：00～16：00 旗の台文化センター 3F スポーツ室
幼児親子・小学生対象です。 目の前で、本物のマジックを体験するチャンス！
マジックグッズのプレゼントもあります。 申し込み不要です。

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

■婦人「コート」特集 パート① １０/２２（火）～１０/２７（日） 13：00～16：00 受付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
■「リサイクル自転車」販売会 １０/２４（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
ギア付 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。

※この情報は
９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

荏原第二地域センター

電話 03-3781-1348

★自転車でのご来場はできません

★学校内およびその周辺は禁煙です

■総合防災訓練 １０/２７（日） 会場での訓練は 9：20～ 第二延山小学校 校庭
『自分たちのまちは、自分たちで守る』をスローガンとした地域ぐるみの
防災訓練です。ぜひ、ご家族皆さんでご参加ください。
※防災活動のできる服装でご参加ください。
※訓練に参加した方には記念品を差し上げます。

障害者地域活動支援センター

電 話 03-5750-4996
ＦＡＸ 03-3782-3830

FAX 03-3781-1579

■二延人権週間 １０/２(水)～１０/１１(金)
各教科・領域の学習の中で、人権についての考えを深め、人権尊重の精神を育みます。
■環境学習（４年） 日程未定（１０月中を予定） 10：35～12：10 二延ルーム
工学院大学の協力を得て、エネルギーの大切さについて学習します。
■校外学習（１年） １０/８（火） 8：45～12：10 林試の森公園
林試の森公園で植物や生き物の様子を観察し、「秋探し」をします。
■連合体育大会（６年） １０/１６(水) 8：45～15：30 駒沢陸上競技場
区内の６年生が集まり、各種の競技に取り組むとともに、他校の
児童との交流を図ります。（予備日 17 日）
■ふれあい給食（２・３年） １０/１６（水） 11：15～12：50 各教室
児童のご家族や地域のお年寄りを学校にお招きし、交流します。
様々なお話をうかがいながら、楽しく会食します。
■学校公開 １０/１７(木)～１０/１９（土） 8：30～12：10 各教室 他
保護者・地域の皆様に日頃の学習の様子を参観していただきます。
土曜日には、３～４年生のミニ音楽会もあります。（土曜日は 11:00 まで）
■セーフティ教室 １０/１７（木） 9：30～11：40 アリーナ
子どもが巻き込まれるおそれのある犯罪の概要及び被害にあわない方法を
中心に、荏原警察署の方に話をしていただきます。
■学校説明会 １０/１９（土） 11：10～12：00 アリーナ
来年度入学する児童の保護者を対象として学校説明会を実施します。
本校の教育活動について、資料をもとに紹介します。
■全校校外学習 １０/２５（金） 8：45～15：00 都立砧公園
秋の自然に親しんだり、なかよし班で協力してオリエンテーリングをしたりして、
楽しく一日を過ごします。
■連合音楽会（４年） １０/２９（火） 8：45～12：10 きゅりあん
区内の小学生が集まり、各校で取り組んだ合唱や合奏を披露します。お互いの
演奏を聴き合い、そのよさを認め合います。

ＦＡＸ 03-3782-2511

■運動会 １０/１３(日) 9：30～選手入場・開会式 第二延山小学校 校庭
幼児から高齢者までそれぞれ参加できる競技があります♪
※雨天の場合は、１０/１４(祝)に延期します。１４日も雨天の場合は中止します。

心身障害者福祉会館
第二延山小学校

電話 03-3782-2000

■区民公開講座「聴こえ難さと上手に生きる！」～難聴と認知症～【最新の難聴医療】
“聞こえにくい”悩みを持った方やそのご家族、関わりのある方に向けた特別講演会です。
聴こえ難い方が、講師のお話が聴き取り難かったり聞き漏らしたりする事が無いように、
話し言葉の要約筆記とヒアリングループ、手話通訳を用意し、情報保障を行います。
日時：１０月５日（土）午後１時半～５時
定員：８０人(先着順)
場所：品川区荏原第五地域センター 2 階第一集会室
対象者：品川区内在住か在勤で聞こえに不安や悩みを持たれる方、そのご家族等。
費用：無料
申込方法：事前申込みなしでご参加いただけます。当日の混雑状況により
ご着席いただけない場合もございます。
ヒアリングループのお席をご希望の場合はメールでお申込みください。
メール： mocomo28@m6.dion.ne.jp
問い合わせ先：心身障害者福祉会館
〒142-0064品川区旗の台５－２－２
品川区障害者地域活動支援センター 逢「あえる」
担当：木村・阿部・小栗

旗の台保育園

電話/ＦＡＸ 03-3784-1903

■運動会 １０/１２（土） 9：00～11:45 清水台小学校
園児の頑張る姿を応援してください。地域の方の競技は晴天の時のみ行います。なお、当日の進行状況に
より変更することもあります。申し込みの必要はありません。直接、清水台小学校に来てください。
■保育体験 １０/２５（金） 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。（各クラス親子一組）申し込みは利用日の３日前の 14:00～17:00 です。

荏原消防署旗の台出張所

電話 03-3783-0119

支え愛・ほっとステーション

FAX 03-3788-1478

地域交流会のお知らせ

１１月は秋の火災予防運動の月です！！
１１月９日から１１月１５日までの間、
「秋の火災予防運動」が行われます。この機会に火災の
危険を知らせてくれる住宅用火災警報器についての正しい知識を身に付けてみてはいかがでしょうか？

品川成年後見センター職員による講話

『自分らしい最期を迎えるために
～元気な今から準備しておくこと～』

＜住宅用火災警報器について＞
住宅用火災警報器は火災予防条例により平成２２年４月１日からすべての住宅に設置が義務付けられ
ました。お近くの防災設備取扱店や電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入できますので、
まだ設置していなければ早急に取り付けてください。
住宅用火災警報器の設置場所
居間、リビング、子供部屋、寝室などの居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。（浴室、
トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。
）なお、マンションなど自動火災報知設備やスプリンクラー
設備が設置されている部屋等は設置の必要はありません。
住宅用火災警報器の取り付け位置
エアコンの吹き出し口や換気口などの位置から１.５m 以上離れた位置で、ストーブなどの熱または
煙の影響を受けない位置へ取り付けましょう。取り付ける際は、購入した住宅用火災警報器の説明書や
注意書きをよく読むようお願いします。
維持管理について
警報器本体の寿命はおおむね１０年です。設置後１０年経過したら新しい警報器に交換してください。
また、警報器はホコリが原因で誤って作動したり、火災を感知しにくくなることがあります。定期的に
乾いた布などでふき取りましょう。
警報が鳴った時
（火災の時）
大声で周りに火災を知らせ、１１９番通報しましょう。可能なら消火を行ってください。
難しいと判断したら避難してください。
（火災でないとき）
警報音停止ボタンを押す、ひもがついているタイプのものはひもを引く、もしくは
室内の換気をすると警報音は止まり、通常の状態に戻ります。

荏原区民センター

日時：１０月８日（水）１４：００～１５：３０
場所：荏原第二地域センター 集会室
「終活」と言う言葉を聞いたことありますか？「終活」とは最期まで自分らしい
生活を送るための準備のことです。元気な今、どんな準備が必要でどんなことが
できるか考えるきっかけにしてみませんか。
後半は「ひとりひとりが健康な生活を送るために出来ること」について、
意見交換をしながら交流を深めたいと思います。ぜひご参加ください！
☆お申込みは、１０月１日(火) まで に、下記にご連絡ください☆

支え愛・ほっとステーション

ＦＡＸ：０３－３７８２－２５１１

清水台保育園
■運動会

詳細については園までお問い合わせください。（雨天時はアリーナにて実施予定）

旗の台文化センター

電話 03-5749-7288

電話 03-3786-5191

ＦＡＸ 03-5498-0646

ＦＡＸ 03-5702-2846

今月号のお知らせはございません。

電話 03-3781-4841

FAX 03-3781-4838

ＦＡＸ 03-3788-7940

■人形劇 １０/２６(土) 午後 荏原区民センター 2F レクホール
子ども向け人形劇です。詳しくはポスター、チラシでお知らせします。
★幼児親子・小学生低学年対象 ★無料
■おはなし会 プーさん １０/２６(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
■古雑誌さしあげます １０/２６(土) 10:30～ 荏原区民センター 図書室前にて
古雑誌を無料で差し上げます。
■カラオケ大会 １１/１６(土) 10：00～15：00 荏原区民センター 2F レクホール
事前申し込み制。出演・見学とも先着各５０名。 ◆募集期間 １０月２８日～１１月８日
★参加費８００円、見学５００円（お弁当とお茶がつきます。）

小山在宅介護支援センター

電話/ＦＡＸ 03-3784-0519

１０/２６（土） 第二延山小学校 校庭

清水台小学校
電話 03-3788-7939

電話：０３－６４２６－４１１０

今月号のお知らせはございません。

■学校公開 １０/３（木）～１０/５（土） (木・金)9:35～15:05 (土)9：15～11:50 校内
日本の伝統文化を体験する授業として、3・4 年生は 3 日(木)に「茶道教室」を行います。
英語授業公開を、5・6 年生は 2 日(水)、1・2 年生は 5 日(土)に行います。
本校の保護者の方はもちろんのこと、地域や来年度入学予定のお子さんのいる保護者の方にも、
清水台小学校の教育活動をご理解していただきたく、公開期間を設定しています。ぜひ、お越しください。
■学校説明会 １０/５（土） 10：00～10：45 体育館
令和 2 年度新 1 年生の保護者の方を対象に学校説明会を行います。一人一人の力を伸ばすために
本校が取り組んでいる具体的な活動を説明させていただきます。
■全校遠足 １０/１１（金） 8：30～14：25 都立林試の森公園
縦割り班で、都立林試の森公園へ歩いていきます。公園ではオリエンテーリング、
縦割り班での遊びなどの活動を行い、班ごとにお弁当を食べます。異学年の交流を通して
思いやりのある心を育て、活動を通して体力の向上を図ります。
■学校公開 １０/１９（土） 9:15～11：00 校内
１０月２度目の土曜公開日です。オリンピックパラリンピック教育の一つとして、
４～６年生は「ホッケー体験教室」を行います。
■ふれあい給食 １０/２４（木） 12:15～13：15 校内
給食を通して地域の方との交流を深め、子どもたちに思いやりと敬愛の心を育てます。
また、地域の一員としての自覚を育てています。
（この行事は事前申し込みとなっております）

