
2020年　大井第二地域センター発行　☎ 3772-2000　FAX：3772-2076

6 （月） 始業式、入学式
☎　  3772-3006 7 （火） 給食開始、安全指導/安全点検日 ☎/FAX　 5718-1330
FAX　3772-0271 8 （水） 保護者会（1・3・5年）

9 （木） 朝学習・給食開始（1年）
10 （金） 保護者会（2・4・6年）、集会
16 （木） 全国学力調査（6年）
17 （金） 交通安全教室（1年）
20 （月） バイオガス授業（5年）
21 （火） 区学力定着度調査（2～6年）
22 （水） 一年生を迎える会 ●休館日：日曜日、祝祭日
24 （金） 集会 ●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日
27 （月） 自転車安全教室（3年） 12:00～16:00
28 （火） クラブ ●マッサージサービス：23（木）実施

申込受付は毎月1日から第3火曜日迄です。
6 （月） 始業式、入学式 抽選日15（水）

☎  　3771-5240 8 （水） 給食始 ●グループ活動
FAX　3771-5348 9 （木） 保護者会（3・4年）

10 （金） 避難訓練 午後
13 （月） 保護者会（5・6年） 午後
14 （火） 保護者会（1・2年） 午後
15 （水） 交通安全教室 午後
16 (木） 全国学力学習状況調査（6年） 午後
17 （金） 委員会活動 午後
18 （土） 土曜授業公開 午後
21 （火） 品川区学力調査（2～6年） 午後
23 （木） 家庭訪問開始 午後

午後
6 （月） 始業式

☎　  3771-3374 7 （火） 入学式、７年生を迎える会 午後
FAX　3771-0944 9 （木） 保護者会（5～9年、ひまわり組、6組） 午後

10 （金） 保護者会（1～4年）
18 （土） 土曜授業（予定：集団下校、引き渡し訓練） 午後

第1・2・4

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570
● 14（火）、21（火）、28（火） みつまたっこくらぶ　※要予約 午後
● 21（火） 離乳食教室

※10時30分までにお越しください。
● 23（木） みつまたふたごっこ ※要予約 午前：9:00～12:00　　午後：1:00～4:30

●4月1日（水）から新利用券をご使用ください

●お知らせ
☎ 　  3775-4352 コロナウィルス感染症流行に伴い下記の大会は中止

FAX   3775-4352 FAX　　 3771-6491 になります。
第11回「春のさわやか演芸大会」
第4回グラウンド・ゴルフ団体交流大会

☎　 　 3776-4881
FAX　  3778-1263

☎ 3777-7151 FAX  3777-4970

大井第一小学校

伊　藤　学　園

大井倉田児童センター

大井図書館

児童センター・大井図書館はコロナウィル
スの影響で事業は未定となっています。
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グループの活動に参加したい方は活動日
　　に来て、グループの代表者にご相談ください
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詳細は各施設にお問い合わせくださ
い。内容は変更になる場合がありま
す。裏面もご覧ください。
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コロナウィルスの影響により以下記載の予定は
中止、延期になる可能性があります。

【時間はグループによって多少違います。】

ご利用できる方は、区内在住の60歳以上の方
で利用券をお持ちの方。
初めて利用される方は、住所と生年月日が確
認できるものをお持ちください。利用券をお作
りします。
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記載されている情報は3月2日時点になります。コロナウィルスの感染状況により予定が変更されている可能性がありま

すので、詳細は各施設に直接お問い合わせください。 



支え愛・ほっとステーション 品川区社会福祉協議会運営 ☎ 3778-0110
☎5728-9093　 FAX　3772-2076　

滝王子保育園 特にありません。 西大井保育園 特にありません。

☎/FAX ☎/FAX 
3775-4861 3774-5315
一本橋保育園 特にありません。 大井倉田保育園 特にありません。

☎/FAX ☎/FAX 
3775-4351 3776-8539

　大井警察署

『お役立ち情報集』のご案内

　4月から進学・就職等により新生活をスタートされる方
も多いかと思います。引越し等で生活環境が変わり、つ
いつい窓の施錠を忘れたまま外出される方も多いようで
す。
　このような状況を泥棒は狙っています。自宅にいても
確実な施錠を心がけ、不審者を見かけたら110番通報し
てください。
　大井署管内では、まだまだ特殊詐欺被害が発生してい
ます。犯人は色々な騙し文句で皆さんを騙そうとしてきま
す。電話は留守番設定にして不審な電話には出ないよう
にしてください。不審な電話がかかってきたら迷わず110
番通報してください。

保
育
園

「お役立ち情報集とは？」 

生活に役立つお店などの情報を地域の方と相談しながら一緒に作った 

手作りの情報集です。内容は、配達可能なスーパーやお米屋さん、 

電気屋さんなどになっています。「お弁当を一人前から配達してくれる」お店

など、みなさまの知っている暮らしに便利な情報をぜひ教えてください。『お

役立ち情報集』は、地域のみなさまの情報をもとに毎年改訂しています。

2020年度版は夏ごろの改訂を予定しています。 

完成した「お役立ち情報集」は、地域センターの窓口他、職員が個別にお届

けしています。必要な方は支え愛・ほっとステーションまでご連絡ください。 

 

  

  大井第二地域センターでこんな手続きができます！！ 

・住民票の写しの交付・住民票記載事項証明書の交付 

・不在住証明書の交付・印鑑登録証明書の交付 

・戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）、戸籍個人事項証明書（戸

籍抄本）、戸籍の附票、除籍全部事項証明書、除籍個人事項証

明書、平成改製原戸籍謄（抄）本の交付 

・戸籍の身分証明書の交付・不在籍証明書の交付 

・ 特別区民税・都民税の納課税証明書の交付 

・ 特別区民税・都民税、軽自動車税の収納 

・ 国民健康保険料、介護保険料の収納 

・後期高齢者医療保険料の収納 

・り災証明書の発行（火災は除く） 

・有償刊行物の販売 

・ 飼い犬の登録・死亡の届け出、注射済票の交付 
 ※戸籍証明書の第三者請求については、地域センターでは取り扱っていま

せん。区役所戸籍住民課証明交付係で受け付けています。 

 ※以下の事務については取り扱っておりませんのでご注意ください。 
  ・転入・転出・転居の届け出 

  ・印鑑登録・廃止の申請 など 

 取扱事務の確認は下記の問い合わせ先にご連絡ください。 

   

こちらです 

•月～金曜日 

•午前8時30分～午後5時 

受付 

時間 

•土・日曜日、祝日 

•12月29日～1月3日 
休日 

•大井第二地域センター（大井2丁目27番20号 2階） 

•☎3772-2000Fax3772-2076 
問い合わ
せ 

 

申請や届け出の際には、窓口に来る方の確

認ができるものをお持ちください。 

●運転免許証 ●パスポート 

●写真付き住民基本台帳カード 

●マイナンバーカード（ 個人番号カード） 

●在留カード など 

※印鑑登録証明書が必要な場合は印鑑登

録カードをお持ちください。 

顔写真付きでない場合、2点以上の確認書

類が必な場合もあります。詳しくは、下記の

問い合わせ先にご連絡ください。 

本人確認にご協力をお願いします 


