
始業式　９月　１日(木) 始業式　９月　１日(木)
鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
９月 １日 (木) 始業式・引き渡し訓練 ９月 １日 (木) 始業式

３日 (土) サタデースクール 8:20～11:30

５日 (月) 日光移動教室(～７日　６年） 浜川まつり(午後より)
１０日 (土) PTA交通安全教室 ８日 (金) 職業体験(～９日　８年)
２０日 (火) 開校記念日
２６日 (月) ふれあい給食(～２７日）
２８日 (水) 学校保健委員会・保護者会 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９
３０日 (金） 学校遠足 ９月 １日 (木) 始業式・避難訓練(引渡し訓練）

立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ ３日 (土) 土曜授業日
９月 １日 (木) 始業式・引取り訓練 ９日 (金) 保護者会

３日 (土) 土曜日授業 １４日 (水) 移動教室(～１６日 ７年)
５日 (月) 日光移動教室（～７日  ６年） ２３日 (金) 生徒会役員選挙
８日 (木) 保護者会(１・２・３年） ２７日 (火) 区連合陸上大会
９日 (金) 開校９０周年記念集会 ２９日 (木) 中間考査(～３０日)

保護者会(４・５・６年）
１３日 (火) 稲刈り体験(５年)
１６日 (金) 市民科授業地区公開講座 チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０

　　 時 14：00～ 持 上履き・下足入れ ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆
浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０
９月 １日 (木) 始業式・避難訓練 品川区民芸術祭 Dream Stage

３日 (土) 校内水泳記録会(５･６年) しながわ物語～ワンダーランド東海道～
６日 (火) 保護者会(４組) ＆スーパーエキセントリックシアター
８日 (木) 社会科見学(３年) 品川の昔話をもとに創られた組曲

浜川中学校１日体験(６年) 「しながわ物語」を題材にした冒険
９日 (金) 保護者会(４･５･６年) ミュージカルを、プロと公募区民の

浜川中学校半日体験(５年) 共演で披露します。
オリンピック選手の陸上授業(６年) 時 28年10月2日(日)開演14:00

１２日 (月) プール納め 会 きゅりあん大ホール
１３日 (火) 社会科見学(４年) ￥ 全席指定　一般500円
１５日 (木) 保護者会(１･２･３年)
１７日 (土) 学校説明会 時 9:00～10:30

サタデースクール(４年) スクエア荏原もみじ寄席
２４日 (土) サタデースクール(４年) 品川ゆかりの噺家が登場する恒例の

鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ 落語会。出演：柳家三之助、
９月 １日 (木) 始業式・給食始・引き取り訓練 桂宮治、瀧川鯉昇 他

５日 (月) 夏休み作品展始(～１６日) 時 28年10月14日(金)開演19:00
６日 (火) 保護者会(１･２･３年) 会 スクエア荏原ひらつかホール

時 14:30～ 持 上履き ￥ 全席指定　一般2,000円
９日 (金) 保護者会(４･５･６年)

時 15:00～ 持 上履き
２４日 (土) 運動会 フレッシュ名曲コンサート

時 8:50～15:00 会 校庭 ベートーヴェン「田園」
※自転車来校禁止 指揮：大井剛史

２６日 (月) 振替休業日 管弦楽：東京フィルハーモニー
交響楽団  他

※詳細は各施設にお問い合わせください。 時 28年11月19日(土)開演15:00
※このニュースに記載されている情報は 会 きゅりあん大ホール

８月３日現在のものです。 ￥ 全席指定　S席3,500円
その後、変更等が生じる場合があります。 A席2,500円　B席1,500円

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

学校公開

２９日 (木) 定期考査(～３０日）
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３



９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　　　
９月 １日 (木) ひきわたし訓練 ☎ ３４７１－１０７０

１４日 (水) 健康教育 ９月 １０日 (土) 大道芸人「わくわくブーブ」による
１６日 (金) おじいちゃんおばあちゃんといっしょ パフォーマンスショー
２１日 (水) 運動会予行練習

南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８
東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０ ９月 ３日 (土） ダイナミックプラレール　対象：幼児親子

９月 １日 (木) 避難訓練 　　 時 10:30～12:00 会 ホール
２日 (金) プール納め １２日 (月) ベビーマッサージ　対象：乳児親子
７日 (水) 身体測定(乳児)  　 10:30～11:30 会 ホール
８日 (木) 身体測定(幼児) 持 バスタオル　飲み物

１６日 (金) コスモス会 １４日 (水) 親子deリトミック　対象：１～２歳児
10:30～11:15 会 ホール

南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 申 8/31～受付開始　電話可 先着１５組

９月 ６日 (火) 身体測定（幼児） １７日 (土) 親子で体操遊び　対象：幼児親子
７日 (水) 身体測定（乳児） 時 10：30～11：30 会 ホール

１０日 (土) 保護者会 持 汗拭きタオル　飲み物
１６日 (金) コスモス会 申 9/3～受付開始、電話可 先着１５組

♪毎週金曜日　リズム遊び みんなでトランポリン
２日・８日・１５日・２３日・３０日 対象：乳幼児親子～高校生

時 14：00～15：00 会 ホール
水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ ※服装は靴下　ズボン

９月 10日 (土) 給食を知ろう会 ２８日 (水) 親子deリトミック　対象：２～３歳児
時 10：00～10：50 ※事前連絡(要) 時 10：30～11：15 会 ホール

申 9/14～受付開始　電話可 先着１５組

浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７
９月 １日 (木) 始業式・引き取り訓練 ９月 ３日 (土) ヨガ教室

５日 (月) ８月誕生会 10:30～11:30
９日 (金) プール納め

１２日 (月) コスモスの会(敬老会)
２１日 (水) ９月誕生会
２８日 (水) 家庭教育学級

 男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４
１０月 ６・１３日（木）　（２日間制） 定員：25名
■ ひとの心に寄り添う傾聴講座(初級）

18:30～20:30 講師：別府明子 　
9/1～15(必着）℡かFAXで申し込み(抽選）

１０月 １１・１８日(火)　（２日間制） 定員:25名

■ 男女共同参画推進講座（シェイクスピア講座）
13:30～15:30 講師：門野泉
9/11～23(必着）往復はがきで申し込み（抽選）

※会場(両講座とも)：きゅりあん３F男女共同参画会議室　
託児あり　（事前申込制）

南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０
９月 ８日 (木) 休館日（第二木曜日）

１０日 (土） 雑誌リサイクル（第二土曜日）
時 9:00～

東大井区民集会所　 ☎ ３７６５－２４１１
９月 １５日 (木) 高年者懇談会

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

　８月末になっても残暑厳しい毎日です。皆様、健
康に十分ご留意ください。
　さて、９月１日(木)を中心に防災の日の取り組み
が行われます。よく自助共助、公助と言う言葉を耳
にします。災害時、基本は自分で自分の身を守る
『自助』です。そのためには、日頃から機会を見付
け訓練を積まれるようお願いいたします。
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※詳細は各児童センターにお問い合わせください。  

支え愛・ほっとステーション       ☎６４０４－６８７８ 

 支え愛・ほっとステーションは、地域センターの中で「身

近なふくしの相談窓口」として地域の皆様の相談を受け付

けしています。「こんな相談どこにしたら良いの？」と思うよ

うなことでもお気軽にご相談ください。 

 また、 地域の皆様に支え愛・ほっとステーションの事業を

知っていただきたいと思っています。 

１０名程度（多くても少なくても大丈夫。）集まる 

機会がありましたら、ご説明に伺いますので 

お声かけください。      担当：伊藤・杉山 

４ 古紙を配合した紙を使用しています


