
鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
７月 ３日 (木) 東京都学力向上を図るための ７月 １日 (火) 第一回定期考査終了

調査(５年) １４日 (月) 保護者会
５日 (土) サタデースクール １８日 (金) 終業式

時 8:20～12:00 ２２日 (火) サマースクール(～２８日)
１８日 (金) 終業式 ２６日 (土) 浜川祭 会 校庭
２２日 (火) ラジオ体操(～２６日)

５年生林間学園(～２４日) 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９
サマースクール(～８/１) ７月 １６日 (水) 租税教室(９年)
夏季水泳前期(～８/１) １８日 (金) 終業式

２２日 (火) サマースクール(～２８日)
立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４
７月 １日 (火) 保護者会(高学年)

３日 (木) 保護者会(低学年) チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０
５日 (土) 学校説明会　 ☆☆チケット好評発売中☆☆

時 10:00～ 会 図書館 「Super Classic in Shinagawa」
１１日 (金) 社会科見学(４年) 時 7月5日(土)開演14:00
１６日 (水) 一日東大生(６年) ￥ 全席指定3,000円
１８日 (金) 終業式 会
２２日 (火) ５年生林間学園（～２４日） 出演：田中麻紀(ピアノ)

浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０
７月 ５日 (土) 学校公開　ロング音楽朝会

保護者会(１・３・５年) 「ANRI(杏里) LIVE TOUR 2014 SURF&TEARS」
科学教室 時 8月22日(金)開演19:00

１１日 (金) 保護者会(２・４・６年) ￥ 全席指定5,500円
租税教室(６年) 会 きゅりあん大ホール

１８日 (金) 終業式
２０日 (日) ５年生日光林間学園(～２２日)
２２日 (火) 夏季水泳前期(～８/１)

時 9月15日(月･祝)開演14：30
鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ ￥ 全席指定2,500円
７月 ４日 (金) 保護者会 会 きゅりあん大ホール

学校公開
時 8:25～15:25 持 上履き ※チケット発売開始※

５日 (土) 学校公開 ☆8月9日(土)～☆
時 8:25～11:20 持 上履き 「秋のきゅりあん寄席　柳家小三治独演会」

２０日 (日) ５年生日光林間学園(～２２日) 時 平成26年11月12日(水)　開演18：30
２２日 (火) サマースクール(～２８日※） ￥ 全席指定3,800円 会 きゅりあん大ホール

進路面談(～２８日※)
２３日 (水) 夏季水泳指導前期(～８/１※） ※※9月より品川区民芸術祭2014が始まります※※

※土・日曜日を除く 10月19日(日)には第5回記念コンサートとして、
品川区在住の作曲家小川寛興氏のヒット曲
「月光仮面は誰でしょう」「おはなはんのテーマ」など

東大井区民集会所　 ☎ ３７６５－２４１１ をメドレーでお届けします！
７月 １７日 (木) 高年者懇談会

９日 (水) 民生委員協議会 10月25日(土)には、プロのミュージシャンが
ハワイアンソングを歌い、区民ダンサーが

南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０ フラダンスを踊る、夢の共演を行います！
・毎週水曜おはなし会 15:00～

７月 １０日 (木） 館内整理休館日（第二木曜日） 上記コンサートの開演時間やチケットに関する
１２日 (土） 雑誌リサイクル市（第二土曜日） 問合せはチケットセンターキュリアまで。
１４日 (月） 定例休館日（第二月曜日）
２８日 (月） 定例休館日（第四月曜日） 　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

スクエア荏原ひらつかホール

重松希巳江(クラリネット)
勝俣泰・小鮒信次(ホルン)

「大井町再開発ビル竣工25周年記念
　　　　　　　　倍賞千恵子コンサート」

時 持 申 ￥ 会 

時 

３



７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　　　
７月 １日 (火) プール開始 ☎ ３４７１－１０７０

７日 (月) たなばた ７月 １４日 (月) とんぼ玉教室
時 10:00～ 会 遊戯室 ￥ 無料 時 16:00～17:30 \ 150円

１８日 (金) なつまつり 対象：小学3年生以上 定員：6名程度
時 10:00～ 会 遊戯室 ￥ 無料 １９日 (土) バンド＆ダンスDEカーニバル夏

時 13:30～17:00 \ 無料
♪乳幼児プール開放

東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０ ７月２８日(月)～８月２９日(金)
７月 １日 (火) プール開き 　　 時 月曜～金曜日の10:30～13:30

７日 (月) 七夕 ※ぎょうちゅう検査が必要です。
１１日 (金) 夏まつり

時 16:00～17:00 ￥ 無料 南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８
※事前申込制です。 ７月 ３日・１０日・１７日(木)

トランポリンのつどい
必ず靴下とズボンを履いてきてください

南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 時 14:00～15:00 会 遊戯室
７月 ７日 (月) 七夕 ９日 (水) チャイルドステーション

１７日 (木) ちびっこ祭り 時 10:30～11:30 会 親子サロン
♪リズム遊び １２日 (土) 神谷先生の「親子体操あそび」

３日・１０日・２４日・３１日(木) 時 10:30～11:30 会 遊戯室
時 10:00～ ￥ 無料 １６日 (水) なつまつり
※事前申込制です。 時 10:30～12:00 会 遊戯室

15:00～16:30 
１９日 (土) ダイナミックプラレール

水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ 時 10:30～12:00 会 遊戯室
７月 １０日 (木) 夏まつり(おみこしかつぎ) ２６日 (土) チャレンジペインティング！

時 10:00～10:40 ※事前申込制です。 時 10:00～17:00 会 遊戯室
１１日 (金) 夏まつり(お店屋さんごっこ)

時 10:00～11:00 ※事前申込制です。 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７
７月 ５日 (土) ヨガ講座

　　 時 10:30～11:30
浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ ９日 (水) 夏まつり 定員：20組
７月 １日 (火) プール参観(ぱんだ) 時 10:30～11:30(幼児親子)

３日 (木) プール参観(ぞう) 15:30～16:45(小学生以上)
９日 (水) 誕生会 １１日 (金) 親子でクラップ

１１日 (金) 学級懇談会(ぱんだ・ぞう) 時 15:00～16:00 定員：15組
１５日 (火) 保護者会 18日 (金) 離乳食について
１７日 (木) なつまつり 時 10:30～11:30
１８日 (金) 終業式 ２６日 (土) まち発見Ｅボート体験
２２日 (火) 夏季プール(～２３日) 時 9:30～16:00 会 勝島運河 定員：20組

３０日 (水) 花育
時 13:30～14:30 \ 500円 定員：13組

♪乳幼児プール開放
７月２３日（水）～８月２９日（金）

時 火曜～金曜日の10:30～15:00
（お盆休み期間除く）

人権啓発課同和対策担当 ☎ ３７６３－５３９１ ※詳細は各児童センターにお問い合わせください。
☆「お肉の情報館」臨時開館

７月２６日・８月２３日(土) 時 10:00～18:00 ￥ 無料
会 東京都中央卸売市場食肉市場内センタービル６階

「お肉の情報館」(港区港南2-7-19）

℡03-5479-0651

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

　今月号は地元にある興味深い場所の紹介と
中学生の活躍です。歴史ある品川区です。読
者の皆様が散歩がてらに訪れて見るのも一興
かと思います。また、中学生が地域の方々と
交流を深めることは健全育成の面で大切なこ
とだと思います。これからも地道に続けてく
ださることを期待しています。

夏休み期間中の土曜日に臨時開館します。ぜひご来場ください

時 持 申 ￥ 会 

４ 古紙を配合した紙を使用しています


