
※来校の際は上履き・下足入れをご持参ください。

始業式　　１月 １０日（火） 始業式　　１月 １０日（火）
鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
１月 １２日 (木) 書き初め会 １月 ３０日 (月) 学校公開週間 (～2/4)

１９日 (木) 書き初め展(～２７日) 　 　 学習発表会 展示の部(～2/4)
２１日 (土) おもしろミュージックランド

  会 体育館
２６日 (木) 租税教室(６年) 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９

２０日 (金) 小中連合作品展(～２２日)
立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ 百人一首大会 （７年) 第３回英検
１月 １６日 (月) 書初め展(～２７日) ２１日 (土) 土曜授業日

１９日 (木) 租税教室(６年) 障がい者アスリートとの車イススポーツ

２４日 (火) 消防署見学(３年) 体験

２６日 (木) 歯みがき教室(１年) ２５日 (水) キャリア体験(～２７日、８年)
２７日 (金) 子どもまつり(１,２年) ３１日 (火) 研究授業(数学・英語)
３１日 (火) イングリッシュ・キャンプ(４年)

時 9:40～14:30
会 体育館

チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０
浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆

１月 １１日 (水) 席書会(～１２日)
１６日 (月) 書初め展（～２７日) 蝋燭能
１９日 (木) 保護者会(～２０日) ～みちのく鬼女伝説～
２１日 (土) 地域班会議・一斉下校 仕舞「山姥」　観世喜之
２６日 (木) さかなの出前授業(２年) 狂言「附子」　野村萬斎
２７日 (金) 兄弟学級給食 能「安達原」 小島英明
３０日 (月) 兄弟学級遊び(～３１日) 時 29年2月4日(土)開演14:00

会 きゅりあん大ホール
鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ ￥ 全席指定　4,500円
１月 １１日 (水) 保護者会(全学年)

１３日 (金) 漢字検定 ふれあいこどもまつり
２０日 (金) 小中連合作品展(～２２日) ミュージックボックスが演奏する
２３日 (月) 避難訓練 「おもしろミュージックランド」

校内書初展(～2/4) 時 29年2月26日(日)開演10:45
２７日 (金) 持久走記録会 会 きゅりあん小ホール

￥ 全席自由　前売2,500円　
当日2,800円

单大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０
・毎週水曜おはなし会 15:00～、15:30～ ふれあいこどもまつり

１月 １２日 (木） 休館日 創作歌舞伎「牛若丸」
１月 １４日 (土） 雑誌リサイクル 時 9:00～ 時 29年2月26日(日)開演15:00

開館時間 月曜日〜土曜日　9:00～20:00 会 きゅりあん大ホール
日曜日・祝日　9:00～19:00 ￥ 全席指定　4,000円

※１２月２９日～１月３日　年末年始休館日

 男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４
■女性の活躍支援講座「パパもママもワーク・ライフ・バランス ※詳細は各施設にお問い合わせください。

～共働きで子育てと生活を楽しむ方法～ ※このニュースに記載されている情報は
1月 21・28日(土） 時 10：00～正午 １２月１日現在のものです。
講師：杉山錠士(NPO法人ファザーリングジャパン） その後、変更等が生じる場合があります。
申 電話かFAXで１２/１1～申込み（先着） 定員：25名

会 きゅりあん3F　男女共同参画会議室

※申し込み制で託児あり 　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用時 持 申 ￥ 会 

時 

３



1月のお知らせ

大井保育園 ☎ ３７６１－８７９８ 東大井児童センター・ティーンズプラザ東大井　　　
１月 １１日 (水) 避難訓練 ☎ ３４７１－１０７０

１７日 (火) お茶会 １月 １９日 (木) 抱っこボラ講座
10:30～11:30

２６日 (木) 親育ちワークショップ(～2/23 全５回)
10:30～11:30

東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０ １８日 (水) フェルト手芸
１月 １３日 (金) もちつき会 　　 時 15:00～16：30

２４日 (火) 避難訓練

单大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８
１月 １１日 (水) 親子deリトミック

单大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 時 10：30～11：15 対象：１～2歳児親子
１月 １１日 (水) もちつき 申 12/28より来館又は電話 先着15組程度

１９日 (木) 避難訓練 持 飲み物・汗拭きタオル
１４日 (土) 神谷先生の「親子で体操あそび」

時 10：30～11：30 対象：幼児親子
水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ 申 1/4より来館又は電話 先着15組程度
１月 １７日 (火) 保育体験(０～２歳児) 持 飲み物・汗拭きタオル

時 10：00～11：00 各クラス１名 １４日 (土) 田代先生の「みんなでトランポリン」
申 事前予約 時 14：00～15：00 対象：乳幼児親子～高校生

服装：ズボン・靴下
２４日 (火） 離乳食完了期から幼児食へのすすめ方

時 10：30～11：30 対象：１歳児前後の親子
申 1/10より来館又は電話 先着12組程度

浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ ￥ 100円程度（当日徴収）
１月 １０日 (火) 第3学期　始業式 持 飲み物

１１日 (水) PTA主催餅つき大会 ２５日 (水) 親子deリトミック
１２日 (木) わくわくクラブ(未収園児親子登園) 時 10：30～11：15 対象：2～3歳児親子

時  9：15～10：45　(４・５歳児) 申 1/11より来館又は電話 先着15組程度
10：50～11:50　(２・３歳児) 持 飲み物・汗拭きタオル

１８日 (水) にこにこ広場(園庭開放)
　　　 時 12：30～13：30

２２日 (日) 年長組みこども音楽会 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７
　　　 会 きゅりあん １月 １０日 (火) 新年カムロ大会

２５日 (水) １月誕生日会 15：00～16：00
２９年度入園児保護者会 ２１日 (土) わくわく土曜日ヨガ講座

時 10：30～11：30 定員：15名
２２日 (日) 品川区児童センターダンスフェスタ

時 12:00～16：00 会 総合体育館
２５日 (水) 館内卓球大会

15：00～16：00 　
３１日 (火) 観劇(劇団ポポロ)

※詳細は各児童センターにお問い合わせください。

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

 新年、明けましておめでとうございます。
 今年も『大井第一マイタウン２１』は大井第一
地区の様々な活動をお伝えしていきますので、ご
愛読の程よろしくお願いいたします。
 今月号ではお二人の町会長さんをご紹介しま
す。地域をのつながりを深めるため、日々ご苦労
されている町会長さんのご活躍をお祈りします。

時 持 申 ￥ 会 

時 

時 

時 

時 

支え愛・ほっとステーション     ☎６４０４－６８７８ 
 

支え愛・ほっとレター（安否確認）のご案内 
 

「支え愛・ほっとレター」は、支え愛ほっとステーション

から月１回ハガキをお届けすることで安否を確認する

サービスです。品川郵便局の配達員の方の協力で、ハ

ガキを直接皆さんに手渡し安否確認します。社会福祉

協議会のサービスの案内やちょっとした健康情報など、

身近に役立つ情報を毎月お届けします。 

利用料は１年間600円です。電話または窓口で申込

み受付をしています。 

皆様の申込みをお待ちしています。 

４ 古紙を配合した紙を使用しています


