
鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
２日 (土) 市民科授業地区公開講座 ７月 １日 (金) 定期考査(６/３０～７/２日)

時 8:45～11:45 １９日 (火) 保護者会
５日 (火) 立会川美化活動(３年) ２０日 (水) 終業式

時14:30～16:30 立会川周辺 ２１日 (木) 夏季休暇(～８/３１日)
１２日 (火) 保護者会 夏期補習教室(～２７日)
２０日 (水) 終業式 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９
２１日 (木) ラジオ体操（～25日） ７月 １５日 (金) 赤ちゃんふれあい教室(７年)

夏季水泳指導前期（～８/４） 租税教室(９年)
立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ ２０日 (水) 終業式
７月 保護者会(１．２．３年) ２１日 (木) サマースクール(～２６日)

２日 (土) 学校公開・学校説明会
時10:00～11:30 チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０
持上履き･下足入れ

(月) ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆
１５日 (金) 1日東京大学体験（６年）
１６日 (土) スチューデントシテイ(５年) 石川綾子ヴァイオリンコンサート
２０日 (水) 終業式 inスクエア荏原

浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ クラシックから映画音楽、アニメソング
７月 ２日 (土) 学校公開　ロング音楽朝会 ボーカロイド曲まで、幅広い楽曲を

時 8:25～11:45 ピアノ伴奏でお届けします。
５日 (火) セーフティ教室時 9:40～12:20 曲目:チャルダッシュ

(保護者地域の方11:35～12:20) 　 　リベルタンゴ
立会川美化運動(５年）      君の知らない物語  他
時14:30～16:30 立会川周辺 時 28年7月2日(土)開演14:00

７日 (木) 東京都学力向上を図るための調査 会 スクエア荏原ひらつかホール
(5年) ￥ 全席指定　3,500円

８日 (金) 品川清掃工場見学(４年)
保護者会(１･３・５年） 影絵人形劇　とべないホタル

１２日 (火) 保護者会(２･４･６年、４組) 美しい色彩と躍動感あふれる
２０日 (水) 終業式 影絵人形劇を大迫力の三面
２１日 (木) 夏季学習(～２２日) スクリーンでお届けします。

夏季水泳指導前期(～２９日) 時 28年7月30日(土)開演13:00
※土･日曜日を除く 会 きゅりあん大ホール

鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ ￥ 全席指定　一般2,000円
７月 １日 (金) 保護者会(４･５･６年) 小学生以下1,000円

２日 (土) 縦割り班活動
２１日 (木) サマースクール(～２７日※） カンジヤマ・マイム

個人面談(～２７日※) おしゃべりなパントマイム
夏季水泳指導前期(～8/3日※） 奇想天外な発想と驚異的な
学校保健委員会(希望保護者等) 身体表現がおりなす舞台。
時14:00～ 持 上履き 大爆笑と驚き、感動の涙！
※土･日曜日を除く 時 28年8月20日(土)開演14:00

会 スクエア荏原ひらつかホール
東大井区民集会所　 ☎ ３７６５－２４１１ ￥ 全席指定　一般2,000円
７月 １３日 (水) 民生委員協議会 中学生以下1,000円

２１日 (木) 高年者懇談会

南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０ ※詳細は各施設にお問い合わせください。
７月 ９日 (土） 雑誌リサイクル時 9:00～ ※このニュースに記載されている情報は

１４日 (木） 休館日 ６月２日現在のものです。
・毎週水曜おはなし会 15:00～、15:30～ その後、変更等が生じる場合があります。
（同じプログラムを２回実施しています）

 ７月

１日 (金)

４日 保護者会(４．５．６年)

時　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用時間 持 持ち物 会 会場 申 申込方法 費」費用

時 時 時 時 

３



7月のお知らせ

東大井児童センター・ティーンズプラザ東大井　　　 大井保育園 ☎ ３７６１－８７９８
☎ ３４７１－１０７０   ５日 (火) 避難訓練

７月 ２３日 (土) バンドライブ 時 13：00～16：00 ６日 (水) 健康教育
会 東大井児童センター ７日 (木) たなばた
費 無料 １５日 (金) なつまつり

２６日 (火) プール開放(～８/２６) 時 10：00～ 会 園庭
時 10：30～13：30(土日を除く)
会 屋上 持 水着 対象:乳幼児 東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０

３１日 (日) 親子で楽しむ木工作教室 ７月 １日 (金) プール開き 　　
時 10：00～15：00 費 無料 ７日 (木) 七夕のつどい

対象：区内在住・在勤の小学生の親子15組 １２日 (火) 避難訓練
申し込み・お問い合わせ １３日 (水) 身体測定(乳児)
品川区役所　子ども育成課　育成支援係 １４日 (木) 身体測定(幼児)

１５日 (金) 夏まつり

南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８ 南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３
７月 ２日 (土) ダイナミックプラレール ７月 ５日 (火) 身体測定（幼児）　避難訓練

時 10:30～12:00 会 ホール 対象:幼児親子 ６日 (水) 身体測定（乳児）
９日 (土) 神谷先生の「親子で体操あそび」★ ７日 (木) 七夕
時 10:30～11:30 会 ホール １４日 (木) ちびっこまつり
持 汗拭きタオル、飲み物 ♪毎週金曜日　リズム遊び
定員:先着15組程度 対象：幼児親子 ８日・１５日・２２日・２９日

１３日 (水) なつまつり(午前の部)
時 10:30～12:00 対象:乳幼児親子 水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１

なつまつり(午後の部) ７月 １４日 (木) 夏まつり(～１５日)
時 15:00～17:00 対象:小学生・幼稚園児親子 時 10:00～11:00　※事前連絡(要)

１４日 (木) トイレトレーニング★
時 10:30～11:30 会 ホール 浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５
対象:2歳児以上親子 ７月 ６日 (水) 避難訓練

１５日 (金) 赤ちゃんと中学生とのふれあい事業(１回目)★ ８日 (金) 夏祭り(雨天１１日に延期)
時 10:30～正午 会 鈴ヶ森中学校　体育館 １３日 (水) ７月誕生日会
対象:乳幼児親子 ２０日 (水) １学期終業式　保護者会

１６日 (土) みんなでトランポリン ２１日 (木) 夏季プール(～２２日)
時 14:00～15:00 会 ホール
対象:乳幼児親子・小学生・中学生・高校生
※服装は靴下・ズボン  男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４

２０日 (水) 親子deリトミック★ ７月 ５日（火）
時 10:30～11:45 会 ホール 申 7/6～ 講座「親として知っておきたいデートDVってなぁに？！」　　

定員:先着15組程度 10:00～12:00 講師：NPO法人女性ネットSaya-Saya

対象:首が座った乳児から きゅりあん３F男女共同参画会議室

歩ける前までのお子さん 定員：２５名 (先着)
２５日 (月) 幼児プール開始(～8/30（火）　開館日) 電話かFAXで申し込み

時 10:30～15:00 会 屋上 対象:乳幼児親子 託児あり（1歳～就学前まで。先着）
★印 事前予約(要)来館か電話にて

水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７
７月 １日 (金） 虫歯の予防（歯科衛生士さんのお話）

時 10:30～11:30 対象：0歳児
２日 (土) パパのためのベビーマッサージ
時 10:30～12:30 定 12組

６日 (水) 幼児なつまつり
時 10:30～12:00 乳幼児親子

１５日 (金) 赤ちゃんと中学生とのふれあい事業(１回目)

時 10:50～12:00 会 鈴ヶ森中学校 　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用
１６日 (土) わくわく土曜日ヨガ講座

時 10:30～11:30
　乳幼児母親・父親　定員15名

※詳細は水神児童センターにお問い合わせください。 時間 持ち物 会場 申し込み 料金

対象：

 ７月に入ると品川区民のお楽しみ、品川区民
まつりが区内各地で行われます。大井第一地
区では７月９日(土)に恒例の盆おどり大会が
行われます。夏の夜のひと時、多くの方々に
参加していただき、大いに盛り上がって、区
民として連帯を深めていって欲しいと願って
います。
　本誌もしっかり取材して、皆様にお伝えし
たいと思いますので、これからもご愛読の程
お願いいたします。

時 

申 

会 

時 持 申 ￥ 会 

４ 古紙を配合した紙を使用しています


