
鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
６月 ３日 (金) 学校公開(～４日) ６月 ４日 (土) スポーツテスト

４日 (土) セーフティ教室(２･３校時) １０日 (金) 社会科見学
１３日 (月) 避難訓練 １５日 (水) 移動教室(～１７日　７年)
１７日 (金) 浜川中１日体験(６年) １８日 (土) 学校公開
１８日 (土) 新体力テスト ２１日 (火) 避難訓練
２８日 (火) 水泳指導開始 ３０日 (木) 第１回定期考査(～２日)

立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４
６月 ４日 (土) 開校９０周年記念式典

９日 (木) 水道キャラバン(４年)
１０日 (金) ふれあい給食

弦楽４重奏鑑賞教室(６年) 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９
１３日 (月) 情報モラル授業(５年) ６月 ４日 (土) 体育祭
１５日 (水) 水泳指導開始 ８日 (水) 耳鼻科健診

えんぴつ教室(１年) １７日 (金) 避難訓練
１６日 (木) 避難訓練 ２１日 (火) 第１回学習到達度調査(９年）
１８日 (土) ブックフェスタ ２２日 (水) 期末考査(～２４日)
２１日 (火) ＩＥＪプログラム
２２日 (水) 交通安全教室

浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０
６月 1日 (水) 移動教室(～２日　４組) チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０

３日 (金) 学校公開(～４日) ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆
４日 (土) 吹奏楽鑑賞教室
９日 (木) マナーキッズ・テニス教室(３・４年) スクエア荏原あじさい寄席

１４日 (火) あそびの森 古典落語の名手柳家三三や
１６日 (木) 体力テスト(～１８日) 三笑亭夢丸が登場！
２０日 (月) プール開き 卓越した話芸をお楽しみください。
２３日 (木) 避難訓練 時 28年6月3日(金)開演18:30
２７日 (月) 鈴中半日体験・租税教室(６年) 会 スクエア荏原ひらつかホール
２８日 (火) 社会科見学（６年） ￥ 全席指定　2,000円

鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ 石川綾子ヴァイオリンコンサート
６月 ７日 (火) 体力テスト inスクエア荏原

１３日 (月) 水泳指導開始 クラシックから映画音楽、アニメソング
１４日 (火) 避難訓練 ボーカロイド曲まで、幅広い楽曲を
１７日 (金) 学校公開(～１８日) ピアノ伴奏でお届けします。
１８日 (土) 市民科授業地区公開講座 曲目:チャルダッシュ
３０日 (木) 中学校体験(６年) 　 　リベルタンゴ

保護者会(１～３年)      君の知らない物語  他
時 28年7月2日(土)開演14:00

東大井区民集会所　 ☎ ３７６５－２４１１ 会 スクエア荏原ひらつかホール
６月 ８日 (水) 民生委員協議会 ￥ 全席指定　3,500円

１６日 (木) 高年者懇談会
影絵人形劇　とべないホタル

单大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０ 美しい色彩と躍動感あふれる
・毎週水曜おはなし会 15:30～ 影絵人形劇を大迫力の三面

６月 ９日 (木） 管内整理休館日(第二木曜日) スクリーンでお届けします。
１１日 (土） 雑誌リサイクル市（第二土曜日） 時 28年7月30日(土)開演13:00

会 きゅりあん大ホール
￥ 全席指定　一般2,000円

※詳細は各施設にお問い合わせください。 小学生以下1,000円
※このニュースに記載されている情報は

４月２６日現在のものです。
その後、変更等が生じる場合があります。
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6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　　　
６月 ２日 (木) ４，５歳児身体測定 ☎ ３４７１－１０７０

３日 (金) ３歳児身体測定 ６月 １３日 (月) 離乳食講座
６日 (月) ２歳児身体測定 対象:離乳食後期から完了期の親子
７日 (火) 歯科検診 時 10:30～11:30 定員:13名
８日 (水) １歳児身体測定 申 ５月２５日(水)より受付開始
９日 (木) 眼科検診 定員になり次第締切り

１７日 (金) たいよう組きらきらでー

東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０
６月 ８日 (水) 乳児身体測定 　　

９日 (木) 幼児身体測定
２１日 (火) 避難訓練 单大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８

６月 ９・１６・２３日(木) トランポリンのつどい
時 14:00～15:00 定員：なし

対象：幼児親子
单大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３

６月 １日 (水) 身体測定(乳児） １１日（土） 神谷先生の「親子で体操あそび」
２日 (木) 身体測定(幼児） 時 10:30～11:30 定員：15組程度
９日 (木) ゆりっこデー 対象：幼児親子

１５日 (水) 眼科検診 申 ５月２８日(土)より受付開始
２５日 (土) ﾘﾄﾙｽｲﾝｸﾞ（PTA) 電話受付可
２９日 (水) プール開き

♪毎週金曜日　リズム遊び
３日・１０日・１７日・２４日

水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１
６月 ７日 (火) 身体測定（０歳・幼児） 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７

８日 (水) 身体測定（１・２歳児） ６月 １日 (水) 親育ちワークショップⅠ
１４日 (火) 避難訓練 10:30～11:45
１５日 (水) 眼科健診 毎週(水)５回連続講座（６/２９まで）
１６日 (木) 歯科検診 ０歳児母親１２組　　保育あり
２３日 (木) たけのこデー（～２４日） ４日 (土) わくわく土曜日ヨガ講座

10:30～11:30
乳幼児母親・父親　定員１５名

浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ １８日 (土) プレママ・プチママタウン１
６月 ９日 (木) 野外パーティ 10：30～12：00

雤天の場合１０日(金)
１０日 (金) 体重測定
１５日 (水) 誕生会
１７日 (金) 幼稚園公開(～１８日)
２３日 (木) 避難訓練
２７日 (月) プール指導開始
３０日 (木) カレー実食会

※詳細は各児童センターにお問い合わせください。

 男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４
７月 ５日（火）
講座「親として知っておきたいデートDVってなぁに？！」　　

10:00～12:00 講師：佐藤　香
きゅりあん３F男女共同参画センター会議室

定員：２５人 (先着)
6/1～受付開始　電話かFAXで申し込み
託児あり（1歳～就学前まで。先着）

０歳児母親（第一子）の方10組と妊婦（22週
以降）の方10人を対象にヨガの講座と交流を
行います。
０歳児保育あり。

熊本地震の被災者の皆様について常に気にか
けつつ、今号の記事を読み返してみますと、こ
のような地域イベントの運営、参加の経験が、
避難所運営等にきっと役に立つだろうという思
いが改めて湧いて来ました。
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４ 古紙を配合した紙を使用しています


