
 

※来校の際は、上履き・下足いれをご持参ください。 ※来校の際は、上履き・下足いれをご持参ください。
鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
１１月 ５日 (土) １４０周年を祝う集会 １１月 ４日 (金) 龍馬講演会（７年)

１４０周年記念もちつき ５日 (土) 学校公開、避難訓練
時 8：20～11：30 １９日 (土) 学校公開

１０日 (木) 就学時健康診断 ２１日 (月） 定期考査(～２４日)
時 13:45～ ２５日 (金) 実力テスト

１９日 (土) 音楽会
8:45～11：30

２６日 (土) １４０周年記念式典・祝う会 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９
１１月 ４日 (金) 第２回漢検

立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ ５日 (土) 土曜授業日・留学生が先生
１１月 ２日 (水) お店番体験(３年）   PTAふれあい事業

８日 (火) 就学時健康診断 ７日 (月） 進路面談(～１１日　９年）
時 13：45～ １０日 (木) 劇団四季鑑賞教室（７年）

１８日 (金) 展覧会(～２０日） １５日 (火) 小中研
時 9：00～16：45 会 体育館 １９日 (土) 土曜授業日・地域との避難訓練

２０日 (日) 子どもの主張大会
浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ ２１日 (月） 期末考査(～２４日)
１１月 ４日 (金) 漢字検定 地域健全育成運営協議会

７日 (月) 宇宙の授業(４年） ２４日 (木) 学校保健委員会・セーフティ教室
１０日 (木) どんぐりまつり(１年・浜川幼・大井保) ３０日 (水) 校外学習(８年)
１５日 (火) 社会科見学（５年)

龍馬の授業（６年） チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０
１８日 (金) ギリシャ大使授業（６年） ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆

２１日 (月) ポニー・ミニチュアホースふれあい体験

（１・２年） フレッシュ名曲コンサート
３０日 (水) 異文化交流（５年） ベートーヴェン「田園」

指揮：大井剛史
鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ 管弦楽：東京フィルハーモニー
１１月 ４日 (金) 宿泊学習(～５日　４年) 交響楽団  他

国立青尐年オリンピックセンター 時 28年11月19日(土)開演15:00
１０日 (木) 就学時健診　 会 きゅりあん大ホール

13:45受付開始 ￥ 全席指定　S席3,500円
１８日 (金) 展覧会　 A席2,500円　B席1,500円

時 8：50～16：30 会 体育館
１９日 (土) 展覧会　 キッズ・ミュージック・ジャンボリー！

時 9：00～16：30 会 体育館 ～親子で出会う世界の音楽～
ジャズ～ラテン・ミュージック界の
実力派ミュージシャンが集結！

南大井文化センター ☎ ３７６４－６５１１ 時 28年12月18日(日)開演14:00
１１月１７日 (木) 高年者懇談会 会 きゅりあん大ホール

￥ 全席指定　おとな2,000円
南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０ こども(小学生以下)1,000円
１１月 ７日 (月) ～１０日(木) 休館日
(特別整理・管内整理日のため休館） ※チケット発売情報※

１２日 (土） 雑誌リサイクル 9:00～ ☆11月11日(金)～発売開始☆

・毎週水曜 おはなし会 15:00～、15:30～ 蝋燭能(ろうそくのう)

同じプログラムを２回実施しています。 出演者:観世喜之、小島英明、野村萬斎

時 2月4日(土)開演14:00

￥ 全席指定4,500円 会 きゅりあん大ホール

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

１０月３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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11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　　　
１１月 ２日 (水) 歯科検診・歯磨き指導 ☎ ３４７１－１０７０

１１日 (金) 浜川小学校との交流 １１月 １９日 (土) パパのベビーマッサージ
１５日 (火) 健康教育 時 11：00～12:00 20名まで

南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８
東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０ １１月 ９日 (水) 親子deリトミック
１１月 ９日 (水) 身体測定(乳児) 時 10:30～11:15 対象：１～2歳児親子

１０日 (木) 身体測定(幼児) 申 10/26より来館か電話 先着15組
１６日 (水) 園外活動(４・５歳児) １２日 (土) 神谷先生の「親子で体操あそび」

時 10:30～11:30 対象：幼児親子
申 10/29より来館か電話で 先着15組

南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 田代先生の「みんなでトランポリン」
１１月 １日 (火) 身体測定（幼児） 時 14：00～15：00

２日 (水) 身体測定（乳児） 対象：乳幼児親子～高校生
服装：ズボン・靴下

１９日 (土) パパのためのベビーマッサージ
水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ ★★★パパがベビーマッサージをしている間に

１１月 １日 (火) やきいも会 　　ママはランチ会の準備をしましょう。★★★

10:30～ 園庭 時 10：00～11：00 対象：乳児親子
８日 (火) 身体測定（０歳児・幼児） 11：00～12：00 （親子でランチ会)
９日 (水) 身体測定（１・２歳児） 持 パパ　バスタオル・飲み物　

１１日 (金） 保育体験（０・１・２歳児） ママ　エプロン･三角巾・飲み物
時 10：00～11：00 各クラス１名 申 11/5より来館か電話 先着10組

２５日 (金) 保育体験（０・１・２歳児） ３０日 (水) 親子deリトミック
時 10：00～11：00 各クラス１名 　　　 時 10：30～11：15 対象：2～3歳児親子

申 11/16より来館か電話 先着15組

浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７
１１月 １日 (火) わくわくクラブ（未就園児親子登園) １１月 ２日 (水) 親育ちワークショップ

　　　　　　　時  9:15～10:45  　 (４・５歳） 　　　 時 10：30～11：45
10:50～11:50　 (２・３歳） 毎週水曜日　５回連続講座(12/7まで）

７日 (月) 親子観劇会 ０歳児母親12組　保育あり
１６日 (水) １１月誕生日会・にこにこ広場 １９日 (土) わくわく土曜日ヨガ講座

(園庭開放） 時 10：30～11：30 15名まで
時 12:30～13:30 ※詳細は各児童センターにお問い合わせください。

２２日 (火) 年尐組学級懇談会

２４日 (木) 遠足（花やしき)
３０日 (水) 年長組 花育体験

 男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４
１１月 ２４日 (木)
■身近な法律講座　～相続と遺言の基礎知識～

時 13：30～15：30 講師：亀井時子
申 電話かFAXで10/21～申込み（先着） 定員：25名

12月 1日 (木)
■おしゃべりスクラップブッキング講座

時 10：00～正午 講師：遠藤比登美
申 電話かFAXで11/1～申込み（先着） 定員：25名

★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

　今月号は各町会の行事が中心です。こうした行
事が子どもたちの地域を思う心を育てます。青少
年対策地区委員会でも、１１月２０日(日)に『子
どもの主張発表大会』を行います。小・中学生が
自分の人生をしっかり考えていく支援になること
を願っています。

※どちらも会場は、きゅりあん3F　男女共同参画
会議室　申し込み制で託児あり

時 持 申 ￥ 会 

会 時 

支え愛・ほっとステーション       ☎６４０４－６８７８ 

   お一人暮らしの高齢者や高齢世帯の方などが住み慣れた地
域で安心して暮らせるよう、地域の皆さまの力をお借りしながら
「見守りサービス」や「ちょっとしたお手伝い」を行っています。 
 
「こんな相談どこにしたらいいの？」 と思うようなことでもま
ずはお気軽にご連絡ください。 
  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。 
 

４ 古紙を配合した紙を使用しています


