
 
                                               

 

 

 
    

 

 ※この情報は            

１２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 
■もちつき  １/９(木) 10：00～10：45 ホール 

 園児と一緒におもちつきの体験をしましょう。エプロンと三角巾をお持ちください。 

 対象年齢は３才児以上親子３組までです。 

申込みは 1/6(月)までです。（各日 14:00～17:00 の時間で受付いたします。） 

■保育体験  １/１５(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歳児クラスです。（各クラス親子１組） 

申込みは 1/10(金)までです。（各日 14:00～17:00 の時間で受付いたします。） 

 

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。 

小山在宅介護支援センター  
電話 03-5749-7288 

ＦＡＸ 03-5498-0646 
今月のお知らせはありません。 

 

旗の台文化センター 

電話 03-3786-5191    
ＦＡＸ 03-5702-2846 

今月のお知らせはありません。 

 

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

■３学期始業式  １/８(水) 8:20～8：35 体育館 

新しい年への喜びと抱負をもたせる始業式です。一年間のまとめとなる三学期、児童代表のことばは５年

生が担当します。 

■書き初め会 １/９（木） 

書き初め展 １/１８（土）～３１（金） 9：00～15：30 校内 

伝統行事の良さを知る機会として、１,２年生は教室で硬筆に取り組み、3 年生以上は体育館で毛筆での書

き初めを行います。 

作品は、教室前の廊下に掲示しますので、ぜひご覧になってください。 

■ユネスコ募金 １/１５(水)～１８（土） 8：05～8：15 正門前 

 ユネスコ集会で学んだことの実践として、世界寺子屋運動【寺子屋（学ぶ場）で教育を受ける機会を得ら

れるように支援する活動】に参加します。書き損じはがき集めや募金活動を代表委員会が中心となって行い

ます。ご協力をよろしくお願いいたします。 

■あいさつ運動  8:05～8：15 正門前 

【５班】１/２０(月)～２４(金) 【６班】１/２７(月)～３１(金) 

 朝の寒さに負けず、子どもたちの元気な「おはようございます」が聞こえてきます。 

■PTAもちつき大会  １/１８（土） 10：00～11：50 校庭・体育館 

 冬の伝統行事といえる「もちつき大会」をＰＴＡ主催で開催し、子どもたちはもちつき体験を行います。

この日は学校公開日も兼ねていますので、地域の皆様もぜひご参加ください。 

 

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 

■意思疎通支援事業のご案内 

品川区にお住まいの聴覚障害者の皆様へ、聴覚障害者の福祉向上を目的に、円滑なコミュニケーションを

図るために手話通訳者・要約筆記者の派遣を行っています。初回の申込みには事前の登録が必要です。メー

ルで申し込みできるようになりました。 

対象者：区内在住の聴覚障害者で、身体障害者手帳を持っている方。 

＊身体障害者手帳をお持ちでない方はご相談ください。 

利用料：無料 

申込み：1週間前までに、下記へ所定の用紙で申し込みください。FAX か来所、メールにて、 

①申込者（氏名・住所・連絡先 FAX 等） ②依頼内容 ③派遣場所 

④日時・待ち合わせ場所・時間 ⑤事前資料があれば。 

（詳細は「手話・要約派遣利用のしおり」をご覧ください。） 

利用にはメールの登録が必要です。 

＊行政機関や団体などが主催する会議や事業などの行事に主催者からの 

申し込みにより手話通訳者・要約筆記者を派遣します。詳細はお問い 

合わせください。 

〒142-0064 品川区旗の台 5-2-2 

派遣専用 FAX:03-3785-3366 

品川区立心身障害者福祉会館  品川区障害者地域活動支援センター 

e-mail : sina-haken@s-kaikan.net    http://www.s-kaikan.net/ 

清水台保育園   電話/ＦＡＸ 03-3784-0519 

■作品展  １/２１（火）～１/２３(木)  

子どもたちが作った作品を園内に飾ります。またワークショップを開催し、親子で作って 

遊べる楽しい玩具作りをします。参加希望の方は事前に電話にて連絡をお願いします。 

☆ワークショップは 16:00～17:00 時までとなります。 

☆作品の見学は 10:00～17:00 で、11:00～15:00 は 

お昼寝中のため見学はできません。 



 

 
         
 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  １/２５(土) 11：00～11:30 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 

■古週刊誌さしあげます  １/２５(土) 10：30～ 図書室前にて 

古週刊誌を無料でさしあげます。 

■囲碁大会  ２/８(土) 10：00～15:00 ２階集会室 

募集人数：先着２４名 

募集期間：1/14(火)～1/24(金)      

参 加 費：500 円        

 

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

■風邪やインフルエンザに注意しよう 

～インフルエンザについて～ 

季節性インフルエンザは毎年冬に流行を繰り返す国内最大の感染症の一つです。今年のインフルエンザは

従来よりも早く流行しています。自宅や職場での集団感染を防ぐために、感染予防に対する取組は非常に重

要です。 

インフルエンザは、感染した人の咳、くしゃみなどの飛散とともに放出されたウイルスを吸入する経路、

手指等を介して口から感染する経路があります。ウイルスの侵入を防止するためには、手洗いやうがいのほ

か、十分な休養とバランスよく栄養を取ることにより抵抗力をつけておくことが大切です。また、口腔内に

あるウイルスを水で流し込んで胃酸で溶かすのも有効と言われているので十分な水分補給をするようにしま

しょう。 

 

・インフルエンザ予防のポイント 

    ①インフルエンザが流行している時は人ごみを避けましょう。 

    ②外出時にはマスクを着用し、帰宅時にうがいと手洗いを忘れずにしましょう。 

    ③室内では適度な湿度を保ちましょう。 

    ④疲労や睡眠不足を避け、バランスよく栄養を取りましょう。 

⑤予防の基本は流行前にワクチン接種を受けることです。 

       （東京都福祉保健局 HP「インフルエンザを予防するために」より引用） 

 

■餅による窒息事故に注意 

 毎年１２月から１月にかけて餅による窒息事故が多くなります。東京消防庁管内では、平成２５年から毎

年１００人前後が餅をのどに詰まらせて救急搬送されています。特に高齢者（６５歳以上）が多く、約９割

を占めています。年末年始には餅を食べる機会が増えるので家族全員で注意をしましょう。 

 

   ・餅による事故を防ぐポイント 

    ①餅は小さく切って、食べやすい大きさにしましょう。 

    ②急いで飲み込まず、ゆっくりと噛んでから飲み込みましょう。 

    ③乳幼児や高齢者と一緒に食事をする際は、適時食事の様子を見るなど注意を払うよう 

心がけましょう。 

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 
 

■「春の入園・入学用品」特集 「婦人フォーマル」特集 「手作り品」特集 

１/２３（木）～１/２７（月） 13：00～16：00 受付１階 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  １/２３（木） 11：00～19：00 １階 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 １階 店頭 

衣料品、雑貨などすべて１００円で大処分します。 

支え愛・ほっとステーション  電話 03-6426-4110 FAX 03-3782-2511 

あなたの町で、あなたサイズのボランティア 

地 域 支 援 員 さ ん 募 集 中 ！ 
高齢者の身近な相談窓口「支え愛・ほっとステーション」では、地域の中で活動していただ

けるボランティア(地域支援員)さんを募集しています。地域に住む高齢者などの「ちょっとし

た困りごと」の力になってくださる方、ご協力をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 
          ♪ お 気 軽 に お 問 合 せ く だ さ い ♪ 

    ✿支援員の活動例✿ 

・電球交換や買い物の代行 など、 

３０分程度のちょっとした活動 

・月１回程度、希望者のお家でのお話相手 

・集いの場「よりみち」のお手伝い 

７０代、８０代

の方も活躍中！ 

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

 

■始業式  １/８（水） 8：45～9：00 アリーナ 

新しい学期を喜び合い、新たな希望と決意をもち、新学期を有意義に過ごすための目標を立てます。 

■書き初め １/９(木)、１０(金) 8：40～12：10 １・２年生：各教室 ３～６年生：アリーナ 

 国語科学習の一環として、文字を正しく書くとともに、新年の新たな気持ちを表現します。 

■書き初め展 １/１４（火）～１８（土） 全日 各学年ブース 

 友達や自分の作品を鑑賞し、それぞれのよさに気付くとともに、そのよさを伝え合います。 

■二分の一成人式  １/１８（土） 8:25～11:00 アリーナ・各教室・ブース 

 自分が生まれてから現在までを振り返り、成長を喜ぶとともに、自分の将来について目を向け、 

考えを発表します。 

 

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 ３階 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 ２階 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。申込み不要です。 

■ゆめいっぱいハッピークラフト  １/16(木) 15：00～17：00 旗の台児童センター ２階 遊戯室 

乳幼児親子・小学生対象です。 牛乳パックで羽子板製作！ 

当日、児童センターに直接お越しください。 申込み不要（先着１０名）無料 

※詳細は荏原区民センターまで 

お問合せください。 


