
 
 
  

鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
１０月 ７日 (金) 新年度入学予定者対象学校説明会 １０月 ７日 (金) ７年社会科見学

時 18：00～ 会 家庭科室 １１日 (火) 学校公開週間(～１５日)
１５日 (土） 新年度入学予定者対象学校説明会 １２日 (水) 市民課地区公開講座

時 11：00～ 会 家庭科室 １５日 (土) 学校説明会 時 15:00～
学校公開　子ども祭り ２９日 (土) 学習発表会
時 8：45～11：30 ３１日 (月) 振替休業日

１７日 (月) 学校公開 *給食時間を除く
時 8：45～15：15 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９

１８日 (火) 小学校連合体育大会(６年) １０月 １日 (土) 土曜授業日
２５日 (火) 連合音楽会(４・５年　午前) オリンピック･ムーブメント

立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ ７日 (金) 赤ちゃんふれあい教室２(７年）
１０月 ８日 (土) 運動会 時 8：45～15：30 第２回英検

１２日 (水) 学校公開(～１５日） １２日 (水) 読み聞かせ交流（８年）
　 　 持 上履き・下足入れ １４日 (金） 学校公開（～１５日）

１５日 (土) 学校説明会 進路説明会２(９年）
　 　 時 10:00～11：30 会 体育館 １５日 (土) 土曜授業日

持 上履き・下足入れ 市民科公開講座(午前）
１８日 (火) 小学校連合体育大会(６年) 学校説明会（午後）
２８日 (金) 金時山登山(４年) １９日 (水) PTA家庭教育学級
２９日 (土) イルミネーション点灯式 ２２日 (土） 第２回数検

時 17：00～ 会 大井町駅前 ２５日 (火) 連合音楽会(午前）
浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ ２９日 (土） 文化祭
１０月 １日 (土) サタデースクール(４年) ３１日 (月) 振替休業日

学校説明会 時 10：00～11：30
８日 (土) 運動会 時 ８：55～15：00

１５日 (土） 学校公開・ジャズコンサート チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０
時 8：35～11：45 ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆
学校説明会 時 17：00～18：30 品川区民芸術祭2016 Dream Stage

１７日 (月) プラネタリウム(４年) しながわ物語～ワンダーランド東海道～
１８日 (火) 小学校連合体育大会（６年) ＆スーパーエキセントリックシアター
２０日 (木) 学校説明会　時 9：30～11：00 時 28年10月2日(日)開演14:00

授業見学会 時 11：00～12：00 会 きゅりあん大ホール
２１日 (金) 生活科見学（１年） ￥ 全席指定　500円

給食体験（大井保育園)
２２日 (土) サタデースクール(４年) スクエア荏原もみじ寄席
２５日 (火) 個人面談(４組) 品川ゆかりの噺家が登場する恒例の
２７日 (木) 生活科見学(２年) 落語会。おたのしみ抽選会もあります。

保幼小交流 (５年２組 大井保育園児 出演：柳家三之助、
と給食交流) 桂宮治、瀧川鯉昇 他

２９日 (土) 浜川中学校学習発表会参加(４年) 時 28年10月14日(金)開演19:00
３０日 (日) スポーツ鬼ごっこ大会 会 スクエア荏原ひらつかホール
３１日 (月) 落語教室(５・６年） ￥ 全席指定　2,000円

鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１
１０月 １３日 (木) セーフティ教室 フレッシュ名曲コンサート

時 8：50～9：35(下） ベートーヴェン「田園」
時 9：40～10：25(上) 指揮：大井剛史

１４日 (金) 学校公開 持 上履き 管弦楽：東京フィルハーモニー
時 8:25～15：35 交響楽団  他

１５日 (土) 学校公開 持 上履き 時 28年11月19日(土)開演15:00
時 8：25～11：50 会 きゅりあん大ホール
新１年学校説明会 持 上履き ￥ 全席指定　S席3,500円
時 10：00～　　会　１階プレイルーム A席2,500円　B席1,500円

１８日 (火) 連合体育大会(６年）
２５日 (火) 連合音楽会(５年) 　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用時 持 申 ￥ 会 

時 

３



１０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　　　
１０月 １日 (土) 運動会 ☎ ３４７１－１０７０

１４日 (金) ３歳児遠足 １０月 ６日 (木) 抱っこボランティア講座
２０日 (木) 定期健康診断 時 10：30～11：30
２１日 (金) ４歳児遠足 １７日 (月) ０歳からはじめる虫歯予防
２８日 (金) ５歳児遠足 時 10：30～11：30 ２０名まで

南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８
東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０ １０月 １日 (土）
１０月 １日 (土) 運動会 会 鮫浜小学校 時 11：00～12：00 対象：乳幼児親子

１２日 (水) 身体測定(乳児) ７日 (金） 赤ちゃんと中学生とのふれあい事業（２回目）

１３日 (木) 身体測定(幼児) 時 10：20～11：40 対象：乳幼児親子
会 鈴ヶ森中学校体育館

南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 申 来館または電話
１０月 ６日 (木) 遠足(３・４・５歳児) ８日 (土） 神谷先生の親子で体操遊び

１２日 (水) 定期健康診断 10:30～11：30 対象：幼児親子
２２日 (土) 運動会 持 汗拭きタオル・飲み物

申 9/24～来館または電話 15組まで
水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ １２日 (水） 親子deリトミック
１０月 ８日 (土) 運動会 対象：首が座った乳児から歩く前までの子ども

１１日 (火) 身体測定(０歳児・幼児) 時 10：30～11：15
１２日 (水) 身体測定(１・２歳児） 申 9/28～来館または電話 15組まで
１３日 (木) 保育体験(０・１・２歳児） ２３日 (日） がらくたまつり

時 10：00～11：00 各クラス１名 時 13：00～15：30 会 浜川小学校校庭
１８日 (火) 避難訓練 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７

１０月 ７日 (金） 赤ちゃんと中学生のとのふれあい事業（第2回）

浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ 10：20～11：40 鈴ヶ森中学校
１０月 １３日 (木) 未就園児親子登園「わくわくクラブ」 １５日 (土) わくわく土曜日ヨガ講座

時 9：15～10：45 （４・５歳） 時 10：30～11：30 １５名まで
時 10：50～11：50 （２・３歳) ２３日 (日) がらくたまつり
会 ２階遊戯室 時 13：00～15：30 会 浜川小学校校庭

１９日 (水) 園庭開放「にこにこ広場」
時 12：30～13：30

２９日 (土) 浜川幼稚園運動会
時 9：00～12：00

東大井区民集会所　 ☎ ３７６５－２４１１
１０月 １２日 (水) 民生委員協議会

２０日 (木) 高年者懇談会

南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０
１０月 ８日 (土） 雑誌リサイクル（第二土曜日）

時 9：00～
１３日 (木） 休館日

毎週水曜日おはなし会　 時 15：00～、15：30～
（同じプログラムを2回実施しています）

 男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４
１１月 １２日 (土）
■区制70周年記念　男女共同参画推進フォーラム2016

講演会『断捨離で輝く自分へ
　　～踏み出そう！心の整理で夢の第一歩～』
時 13：30～15：30 講師：川畑のぶこ
申 往復はがきで10/28(金)(必着･抽選)

会 きゅりあん１Ｆ小ホール 定員：150名（託児あり）

※詳細は、広報紙10/11号または品川区HPをご覧ください。

１１月 ２４日 (木) ※詳細は各施設にお問い合わせください。

■身近な法律講座　～相続と遺言の基礎知識～ ※このニュースに記載されている情報は

時 13：30～15：30 講師：亀井時子 ９月１日現在のものです。

申 電話かFAXで10/21～申込み（先着） 定員：25名 その後、変更等が生じる場合があります。

会 きゅりあん３Ｆ　男女共同参画会議室 (託児あり）

★この他にも事業を開催しております。品川区HPや区施設で配布している啓発誌「ﾏｲｾﾙﾌ」をご覧ください。 　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

ダイナミックプラレール

　先の閉会式をもって、熱狂のオリンピック・パラリン
ピックがすべて、終了しました。後は東京開催を待つば
かり、この空白をどのように埋めたらいいのか。
　幸運なことに、私たちには連合大運動会があります。
　１０月２日(日)、テレビ観戦で充電した感動・興奮・
情熱を地域の仲間とともに一気に爆発させましょう。

時 持 申 ￥ 会 

会 時 時 時 会 時 時 時 

時 時 

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」として皆様をお待ちしています。どうぞお気軽にお声かけくだ
さい。 
              地域の見守りにご協力いただける方、 
              高齢者等の日常生活のちょっとした 
              困りごとに対応していただける方、 
              支え愛・ほっとステーションまでご連絡 
              ください。  

４ 古紙を配合した紙を使用しています


