
 
                                               

 

 

 
    

 

 ※この情報は            

１０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 
■はたのだいまつり  １１/９(土)10:00～18:00 １１/１０（日）10:00～15:30 

旗の台児童センター 旗の台文化センター 

３・４・５才の子どもたちの作品を展示します。ヨーヨー釣りを行います。 

■お店屋さんごっこ  １１/１２（火） 10：00～10:45 ３～５才児保育室・ホール 

 ３・４・５才児クラスの子どもたちがお店を開きます。 

親子３組まで。 申し込みは利用日の３日前の 14：00～17：00 です。 

■保育体験  １１/２７(水) 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）申し込みは利用日の３日前の 14:00～17:00 です。 

 

清水台保育園   電話/ＦＡＸ 03-3784-0519 

■おいもレストラン  １１/１５（金） 清水台保育園 時間：園にお問い合わせください 

５歳児が育てたさつまいもを、クッキングして皆にふるまいます。当日は少しですが、試食できます。 

秋の収穫を一緒に味わいませんか。  参加希望の方は電話にて、お申込みください。 
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Ⅱ １１/２３（土）～１１/２８(木) 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  １１/２８（木） 11：00～19：00 １Ｆ 店頭 

※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。 

荏原第二地域センター    

電話 03-3782-2000    

ＦＡＸ 03-3782-2511 
 今月のお知らせはありません。 

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

 

■命のつながりの授業(６年)  １１/６（水） 8：40～10：15 ブース 

昭和大学病院院長 板橋家頭夫先生をお招きし、「命のつながり」について考えを深めます。保護者向け

のお話もあります。 

■イングリッシュキャンプ(４年) １１/６（水） 8：40～14：30 アリーナ 

 複数のＡＬＴ（外国語指導員）を学校に招き、交流することで、英語に親しむとともに、外国の文化に対

する理解を深めます。 

■就学時健康診断 １１/７（木） 13：30～16：00 各教室 

 来年度入学予定の未就学児が、健康診断を受けます。５年生が補助として付き添ったり、各科検診の手伝

いをしたりします。 

■どんぐり読書週間  １１/１１(月)～１１/２９（金） 各教室 

 読書に関する様々な取組を通して、すすんで読書しようとする態度を育てます。 

また、読書の範囲を広げ、豊かな心を育てることもねらいます。 

■昭和大学体験学習（５年）  １１/１１（月） 8：40～15：20 昭和大学 

各学部に分かれての体験学習や、高宮有介先生によるご講演を通して、命の大切さについて考えます。 

■研究発表会  １１/２２（金） 13：45～16：45 各教室・アリーナ 

平成３０・令和元年度品川区教育委員会研究学校として授業改善に取り組んできた成果を、保護者・地域

の皆様や教育関係者に向けて発表します。 

■小中合同地域清掃（６年）  １１/２５（月） 13：20～15：20 学区域内各所 

本校６年生と荏原第六中学校７年生がグループをつくり、清掃活動を行います。 

地域を愛する心とボランティア精神を育みます。 

■二延まつり・もちつき大会  １１/３０（土） 8：25～11：50 校内各所 

開校９１周年記念日を全校児童で祝い、集会活動を行います。 

荏原７丁目町会の皆様のご協力をいただき、もちつき大会も行います。 

神輿連合渡御 実行委員会事務局   電話 03-5479-4112  FAX 03-5479-4160 

■神輿連合渡御  １１/３(日) 9：20～15：00 武蔵小山駅前ロータリー～品川区役所前郵便局付近 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピックの機運を高めるとともに、参加者が一体となって品川の伝統文

化、郷土芸能の共有・発信をするイベントです。品川区の荏原から大井までの約 2 ㎞の区間で神輿 11 基に

よる連合渡御を行います。熱気あふれる担ぎ手たちの雄姿をお楽しみください。 

 

 
お問い合わせ：神輿連合渡御実行委員会事務局 03-5479-4112 

公益財団法人 品川文化振興事業団  

ホームページ：shinagawa-mikoshitogyo.com/ 

 

「誰かと話がしたいなあ」と感じていませんか？ 

～定 期 訪 問 の ご 案 内 ～ 
 

 

 

 

 

 

地域のボランティアさんがお宅を訪問します。 

 

 
 

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 
 

・1 日中誰とも話をしていない 

・世間話や地元の話がしたい 

・月に１回でも、安否確認してほしい 

★対象★ 

独り暮らしの高齢者・高齢者世帯など 

別居されているご両親の安否確認にも 

ご活用ください。 



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

エアゾール缶等による火災・事故を無くそう 

① エアゾール缶には、ＬＰＧなどの可燃性ガスが噴射剤として使われている製品が多いので、使用前に必

ず製品に記載されている注意書きを確認する。（エアゾール製品は、本来の用途以外に使用しない。） 

② やむを得ず使い切らずに捨てる時には、火気のない通気性の良い屋外で残存ガスがなくなるまで噴射し

廃棄する。 

③ エアゾール缶等を廃棄する場合は、必ず中身を使い切り、各区市町村が指定するごみの分別を守って捨

てる。 

④ エアゾール缶等は、厨房器具や暖房器具付近の高温となる場所や、直射日光と湿気を避けて保管し、厨

房器具や暖房器具等の付近では使用しない。 

⑤ カセットボンベは、カセットコンロ本体に正しく装着されていることを確認してから使用する。 

⑥ カセットコンロを複数並べて鉄板をのせたり、カセットボンベカバーを覆うような大きな鍋等の使用

や、練炭等の炭おこしは、燃料ボンベが過熱され、破裂する危険があるので絶対に行わない。 

 

 
         
 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

旗の台文化センター    電話 03-3786-5191   ＦＡＸ 03-5702-2846  

■第３６回はたのだいまつり 「ふれあいコミュニティはたのだい」 

  １１/９(土)10:00～18:00 １１/１０（日）10:00～15:30 旗の台文化センター・旗の台児童センター 

文化センター利用者協議会、保育園、児童センターの 3 館合同でまつりを開催します。 

内容：作品展示、活動発表、模擬店、卓球、ドッジボールなど 

問い合わせ：旗の台文化センター 

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

■就学時健康診断  １１/６(水) 13:20～13：50 受付場所：体育館 

令和 2 年度入学児童の就学時健康診断を行います。4，5 年生が健診のお手伝いをします。 

■縦割り交流給食  １１/８（金） 12：15～12：55 各教室 

 縦割り班で楽しく給食の時間を過ごします。 

■学芸会 １１/１５（金） 児童鑑賞日  8：35～11：45 体育館 

１１/１６（土） 保護者鑑賞日 8：35～11：35 体育館 

 学年ごとに発表を行います。「一人一人が主役の学校」として、それぞれの役に 

なりきって表現します。２年に１度の開催で、1，2 年生は初めて、5，6 年生は 

最後の学芸会となります。 

■あいさつ運動（１班）  １１/２５(月)～２９（金） 8:05～8：15 正門前 

 毎日、元気な学校生活が送れるように、自分から進んであいさつを行っていきます。 

地域の皆様からもあいさつを返していただけると、子どもたちの意欲につながります。 

■品川区議会傍聴体験（６年）  １１/２９（金） 10:00～10：40 品川区議会 

 品川区議会では「小学生の本議会傍聴」の日を設定しており、本校では初めての参観です。区議会議員に

よる一般質問と答弁を、傍聴席で直接聞いて学んできます。 

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

舞台で自慢の歌を披露できます。事前申込み制です。昼休憩のアトラクションにプロの演歌歌手の歌謡シ

ョーがあります。 

・参加費：出演者８００円、見学者５００円 先着各５０名 

・１１月８日(金)締切  ※代表者の代理申込みは３名まで 

■古本リサイクル市  １１/９(土) 14：00～15：30 荏原区民センター 2F集会室 

図書室の廃棄本（実用書・読物・絵本）、ＣＤなど。１点１０円以上でお願いします。 

売り上げ金は品川区社会福祉協議会へ寄付します。 

■おはなし会 プーさん  １１/２３(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 

小山在宅介護支援センター 電話 03-5749-7288  ＦＡＸ 03-5498-0646 
■三徳会 地域交流会  体感！身近な福祉用具に触れてみよう  

１１/３０（土） 14：00～16：30 平塚橋ゆうゆうプラザ（当日直接会場へ） 

内 容：相談コーナー、福祉用具体験 

杖、シルバーカー、歩行器、靴の展示を行い、福祉用具専門相談員に相談が 

行えます。 

対象者：関心のある方どなたでも 

     

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 

■「高次脳機能障害者サポーター養成講座」 

障害への理解促進と当事者への支援者を増やすための養成講座。 

日時：令和元年１２月４日(水)、１１日(水)、１８日(水)、２５日(水)、令和２年１月８日（水） 

全５回 10：00～12：00 

場所：心身障害者福祉会館 

定員：１５人（抽選） 

対象：１８歳以上で品川区内在住・在勤の方。 

費用：テキスト代 1300 円程度 

申込方法：11 月 22 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 

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。  

■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  １１/２１(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 

■はたのだいまつり  １１/９(土)10:00～18:00 １１/１０（日）10:00～15:30 

旗の台児童センター 旗の台文化センター 

文化センター利用者協議会、保育園、児童センターの 3 館合同でまつりを開催します。 

９日（土）文化センター 発表 

１0 日（日）児童センターステージ・ゲームコーナー・模擬店 

現金制です。小銭をご用意して、お越しください。なるべく、公共交通機関をご利用ください。 


