
４月号は、休刊となります。

※来校の際は上履き・下足入れをご持参ください。

卒業式　３月２３日（木）　修了式　３月２４日（金） 卒業式　３月１７日（金）　修了式　３月２４日（金）
入学式　４月　６日（木）　始業式　４月　６日（木） 入学式　４月　７日（金）　始業式　４月　６日（木）

鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
３月 ２日 (木) 保護者会(１～５年) ３月 ４日 (土) 学校公開日

４日 (土) ６年生を送る会 ８日 (水) ９年生を送る会
８日 (水) お別れ会 ２２日 (水) ７・８保護者会
９日 (木) お別れ球技大会(５・６年)

鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９
４月１０日 (月) １年生を迎える会 ３月 １日 (水) 学年末考査　品川教育の日

１３日 (木) 交通安全教室 ４日 (土) 土曜授業日　主権者教育(９年)
１４日 (金) 保護者会(１～６年) ６日 (月) 弁護士会法教育(９年)
２４日 (月) 家庭訪問(～5/9) ８日 (水) 校外学習(９年)　避難訓練

９日 (木) ９送会 　PTA総会
立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ １０日 (金) 保護者会　救命講習(９年)
３月 ４日 (土) 二分の一成人式(４年) １８日 (土) 卒業を祝う会

７日 (火) 学校保健委員会 １９日 (日) 鈴ヶ森コンサート
時 13:30～15：30 会 図書館 ２７日 (月) 新入生入学前指導　(午前)

４月１４日 (金) １年生を迎える会 ４月１４日 (金) 保護者会(８・９年)
１５日 (土) 授業参観　全校保護者会 １５日 (土) 土曜授業日　オリパラ教育
１８日 (水) 全国学力調査(６年) １７日 (月) 家庭訪問(～２６日)
１９日 (木) 区学力定着度調査 １８日 (火) 全国学力・学習状況調査(９年)
２１日 (金) 離任式 １９日 (水) 区学力定着度調査

２８日 (金) 離任式
浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０
３月 ２日 (木) 保護者会(～３日 １・２年、３・４年) チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０

４日 (土) 卒業を祝う会(６年) ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆
大石亜矢子ハートフルコンサート

４月１２日 (水) 対面式 ～盲導犬イリーナとともに～
１３日 (木) 保護者会(５・６年) 全盲のアーティスト大石亜矢子
１４日 (金) 保護者会(１・２・固定級) によるピアノと歌のコンサート。
１８日 (火) 全国学力調査(６年) 皆様におなじみの曲や懐かしい
１９日 (水) 区学力定着度調査(２～６年) 唱歌をお届けします。
２８日 (金) 遠足(３・４年) 時 29年5月12日(金)開演14:00

会 きゅりあん小ホール
鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ ￥ 全席指定　1,000円　
３月 ３日 (金) 感謝の会（６年） 体育館

４日 (土) 二分の一成人式（４年） ♪♪♪チケット発売予定♪♪♪
９日 (木) 鈴ヶ森コンサート 会 鈴ヶ森中学校 ウェイウェイ・ウー

15th Anniversary二胡コンサート
４月１１日 (火) 保護者会(下) 会 体育館 ☆チケット発売日　3月10日☆

１４日 (金) 保護者会(上) 会 体育館 区内在住で現代二胡のパイオニア的存在
２８日 (金) 離任式 の、ウェイウェイ・ウーのコンサート。

スタイリッシュで華麗なテクニックを
 ※４月の学力テストは、品川区小学校全校同じ日に行います。 お楽しみください。

時 29年6月17日(土)開演15:45
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。 ￥ 全席指定　3,000円　
※このニュースに記載されている情報は

２月１日現在のものです。 スクエア荏原あじさい寄席
その後、変更等が生じる場合があります。 ☆チケット発売日　3月17日☆

出演者：柳家喬太郎、林家二楽、ほか
　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用 時 29年6月23日(金)開演19:00

会 スクエア荏原ひらつかホール
￥ 全席指定　2,000円　

時 持 申 ￥ 会 

会 

３



3・４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　　　
３月 ３日 (金) ひなまつり ☎ ３４７１－１０７０

時 10:00 ３月１５日 (水) フェルト手芸 時 10:30～11:30
申 前日までに電話で １８日 (土) スプリングステージ 時 14:00～16:00

１８日 (土) 卒園式
４月１５日 (土) ガラス工芸 時 14:00～15:45

４月 ４日 (火) お茶会
２１日 (金) ５歳児遠足 南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８

３月 ４日 (土) ダイナミックプラレール
時 10：30～12：00

東大井保育園　　　　　　　 ☎ ３４７１－１１９０ 持 自分の電車(お持ちの方)
３月 ３日 (金) ひな祭り 　　 １１日 (土) ふれあいリーグ2017

１１日 (土) 卒園式 時 10:15～16:00
２３日 (木) 避難訓練 会 品川区総合体育館アリーナ
２８日 (火) 進級式 申 3/7まで、電話または来館

詳細は申込受付時に説明します
４月１４日 (金) はじめましての会 〆切以降は当日参加可能

２０日 (木) 避難訓練
水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７
３月 ４日 (土) わくわく土曜日ヨガ講座 先着15名

南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 10:30～11:30
３月 １日 (水) 新入園児面接 １１日 (土) ふれあいリーグ2017

１１日 (土) 卒園式 10:30～16:00 総合体育館
１６日 (木) ５歳児園外活動 １４日 (火) 親子プレイパーク
２３日 (木) クラス移行 10：30～11：30

４月１１日 (火)～親子のひろば
水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ １５日 (土) わくわく土曜日ヨガ講座 先着15名
３月 ３日 (金) ひなまつり 時 10：30～11：30

１１日 (土) 卒園式 カムロ大会

※詳細は各児童センターにお問い合わせください。

浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５
３月 ２日 (木) 親子お別れ会

３日 (金) 誕生日会・年長
１６日 (木) 修了式
２１日 (火) 年尐懇談会
２２日 (水) にこにこ広場(園庭開放)

時 12:30～13:30
２４日 (金) 終業式
２６日 (日) 春季休業日始

南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０
・毎週水曜おはなし会 15:00～、15:30～

（同じプログラムを２回実施しています）
３月 ９日 (木) 休館日

１１日 (土) 雑誌リサイクル 9:00～
４月 ８日 (土) 雑誌リサイクル 9:00～

１３日 (木) 休館日
１４日 (金) （～5/10) 春の子ども読書の日フェア
１９日 (水) 「おひさま　ぽかぽかおはなしかい」

時 15：00～15：40　開催(当日参加)
開館時間 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

　この一年、大井第一マイタウン２１では地域の情
報、様々な行事や活動を紹介し、大井第一地区の広報
誌としての役割を担ってまいりました。
　次年度はさらに皆様の声を吸収して充実した誌面を
つくっていく所存です。大井第一マイタウン２１を通
して町会及び地域活動への理解、そこから皆様方の結
び付きが強くなることを願っています。次年度もご愛
読の程、よろしくお願いいたします。
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  支え愛・ほっとステーション     ☎６４０４－６８７８ 

時 時 時 時 

時 時 
時 時 

 
事業のご案内に伺います！ 

 

 地域の皆さまに「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願っています。5～10名程度集まる機

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。

また、3月11日（土）～12日（日）南大井文化センターで行わ

れる「文化センターまつり」にも周知のため参加させて頂き

ます。皆さまの町会・自治会等のイベントなどにも、お声か

けいただけますようお願い致します。 

４ 古紙を配合した紙を使用しています。


