
鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
２月 ２日 (木) 新１年保護者会 ２月 ９日 (木) 新入生保護者説明会 時 15：00

14：00 会 家庭科室 １６日 (木) 区学力定着度調査(７年）
４日 (火) 学校公開 時 8：15～11：30 １８日 (土) 学校公開日
６日 (月) 学校公開 時 8：15～15：15 ２４日 (金) 定期考査(～２８日、 ７・８年)

１６日 (木) 区学力定着度調査(４年) ２７日 (月) 第４回定期考査(～3/1、 ９年)
１８日 (土) 菜の花ロードランニング
２８日 (火) 保護者会(６年)

鈴ヶ森中学校　　　　　　　　　　☎ ３７６５－２８４９
２月 １日 (水) 校区教育協働委員会 小中研

立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ ３日 (金) 学校公開　作品展
 ２月１日 (水) 筝教室(５年) ４日 (土) 土曜授業日　学校公開　作品展

３日 (金) 新１年生保護者会 時 14：00 １０日 (金) 新入生保護者説明会 第３回漢検
４日 (土) 親子情報モラル授業(４年) １２日 (日) 子どもフェスティバル
９日 (木) 音楽鑑賞会 １６日 (木) 区学力定着度調査(７年)

１５日 (水) 日光雪国体験教室(～１７日、６年) １８日 (土) 土曜授業日　避難訓練
１８日 (土) セーフティ教室 生徒会役員懇談会
２１日 (火) 大井警察署見学(３年) ２７日 (月) 学年末考査（～3/1）
２８日 (火) ６年生を送る会

浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０
２月 ２日 (木) 新１年保護者会 ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆

２日・９日・１６日(木)
FC東京サッカー教室(４年) 蝋燭能

６日 (月) 兄弟学級遊び ～みちのく鬼女伝説～
７日 (火) 宿泊行事(～８日、４年) 仕舞「山姥」　観世喜之

１６日 (木) 区学力定着度調査(４年) 狂言「附子」　野村萬斎
卒業遠足(６年) 能「安達原」 小島英明

１７日 (金) 学校公開 時 29年2月4日(土)開演14:00
市民科授業地区公開講座 会 きゅりあん大ホール

１８日 (土) 学校公開・親子レク(４組) ￥ 全席指定　4,500円
２１日 (火) お別れ遠足(４組)・保護者会(５・６年)
２２日 (水) 学校保健委員会 ♪ふれあいこどもまつり♪
２４日 (金) ６年生を送る会 楽団「ミュージックボックス」が演奏

する「おもしろミュージックランド」
時 29年2月26日(日)開演10:45

鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ 会 きゅりあん小ホール
２月 ３日 (金) 学校公開 8:50～15:45 ￥ 全席自由　前売2,500円　

４日 (土) 学校公開 8:50～11:50 当日2,800円
７日 (火) 新一年保護者入学説明会時 14：00

１８日 (土) ６年生を送る会 ♪ふれあいこどもまつり♪
２３日 (木) 保護者会(下学年) 15:00～15:45 創作歌舞伎「牛若丸」
２７日 (月) 品川音楽祭 きゅりあん 時 29年2月26日(日)開演15:00
２８日 (火) 保護者会(上学年) 時 15:00～15:45 会 きゅりあん大ホール

￥ 全席指定4,000円
(3歳未満入場不可)

单大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０ ※詳細は各施設にお問い合わせください。
・毎週水曜おはなし会 15:00～、15:30～ ※このニュースに記載されている情報は

２月 ９日 (木） 休館日 １月５日現在のものです。
１１日 (土） 雑誌リサイクル 9:00～ その後、変更等が生じる場合があります。

月曜日〜土曜日　9:00～20:00
日曜日・祝日　9:00～19:00 　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用時 持 申 ￥ 会 
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時 
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時 

時 時 時 時 

時 時 

会 

３



2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　　　
２月 １日 (水) 作品展(～３日) ☎ ３４７１－１０７０

３日 (金) まめまき ２月 １５日 (月) フェルト手芸
時 10:00 申 前日までに電話で 時 10:30～11:30 定員:6名

４日 (土) 給食を知ろう 申 前日までに電話で 单大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８
時 10:00～10：30 ２月 ４日 （土） ダイナミックプラレール

７日 (火) 浜川小学校との交流 10:30～12:00
１５日 (水) 健康教育 ６日 (月) 保健センター連携事業 先着20組
２２日 (水) お茶会 「０歳児からはじめるむし歯予防」

時 10:30～11：30
東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０ 申 1/23より来館又は電話
２月 ３日 (金) 豆まき 　　 持 仕上げ用歯ブラシ(お持ちの方)

１４日 (火) 避難訓練 フェイスタオル、歯磨きグッズ(
１６日 (木) 作品展(～１８日) 歯磨剤、ゴム製の歯ブラシなど)

時 10：00～11：30 15:30～17：00 ８日・２２日(水) 親子deリトミック　 先着各15組
時 9：00～11：00(１８日) 時 10:30～11：15　

対象：歩く前までの子ども
申 ８日分-1/25より来館又は電話

单大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 22日分-2/8より来館又は電話
２月 ３日 (金) 節分 持 飲み物・汗拭きタオル

４日 (土) 保護者会 １８日 （土） 神谷先生の「親子で体操あそび」
10:30～11:30

持 飲み物・汗拭きタオル
２３日 （木） たのしい人形劇（劇団プーク）

水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ 時 10:30～11:30
２月 １０日(金)・２２日(水)　保育体験(０～２歳児) 申 2/9より来館又は電話先着60組

時 10:00～11：00 各クラス１名　　 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７
申 事前予約 ２月 ７日 (火) ベビーマッサージ

11：00～12:00 定員：20名
１８日 (土) わくわく土曜日ヨガ講座

浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ 時 10:30～11:30 定員：15名
２月 ７日 (火) 年長組小学校体験交流給食 ２２日 (水) 親子プレーパーク 時 10:30～11:30

１８日 (土) 生活発表会 館内卓球大会 時 15：00～16：00
２２日 (水) 誕生日会 ※詳細は各児童センターにお問い合わせください。

にこにこ広場 12:00～13:30
２３日 (木) ２９年度入園児体験入園  男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４
２８日 (火) お別れ遠足(上野動物園) ■女性活躍推進講座【それってハラスメント？

～しない、させないために～　】

２月 １８日(土) 講師：花崎　晶
時 10:00～12：00
申 1/21～電話かFAXで申し込み(先着）

■ワーク･ライフ･バランス講座【私らしい人生を紡ぐ習慣
～ヴォイスセラピーで自分らしさを見つめましょう～】

３月 ９・１６日(木) 全２回 講師：結木利奈
時 10:00～12：00
申 2/1～15電話かFAXで申し込み(抽選）

※どちらの講座も　会場はきゅりあん3F男女共同参画会議室

　定員２５名　託児（1歳～就学前）あり（事前申込み制）

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

　昨年辺りから、騒音等の理由で、地域の伝統
行事が中止になる、という話をよく聞くように
なりました。
　消えるものにはそれなりの理由があるのだ、
という事も理解できますが、子供たちの未来や
夢は、過去の経験の上に立ち上がってゆくのだ
から、大切にしなければいけないな、とも思
う、今日この頃でございます。時 持 申 ￥ 会 

時 

時 
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支え愛・ほっとステーション     ☎６４０４－６８７８ 

   品川区緊急通報システムのご案内   
～24時間365日の安心・安全のために～ 
  
区内に住所がある65歳以上のひとり暮らしま

たは高齢者のみの世帯、日中や夜間に独りにな
る高齢者の方を対象に、自宅で具合が悪くなっ
た時などに備えて、機器による安否確認・緊急
通報を行います。詳細は、お気軽にお問い合わ
せください。 
※支え愛・ほっとステーションは、要介護認定
を受けていない方のお申し込みを受け付けてい
ます。 
(介護認定を受けている方は、 
在宅介護支援センターが 
申込窓口となります。) 

 

時 

４ 古紙を配合した紙を使用しています

http://www.irasutoya.com/2015/01/blog-post_89.html
http://www.irasutoya.com/2012/02/blog-post_8341.html

