
鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
６月 ２日 （金） 中学校体験（６年） ６月 ２日 (金) 第１回英検

３日 （土） スチューデントシティ(５年) ３日 (土) 運動会
歩行者・ｼﾐｭﾚｰﾀｰ教室(１,２年) １７日 (土) 土曜授業日

１５日 (木) 避難訓練 ２０日 (火) 避難訓練
１６日 (金) 学校公開(～１７日) ２６日 (月) 定期考査(～２８日)
２７日 (火) 水泳指導始 ２９日 (木) 水泳指導始
２９日 (木) 花街道コスモス種まき 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９

立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ ６月 ２日 (金) 第１回英検
６月 ２日 (金) 避難訓練 ３日 (土) 体育祭

９日 (金) 水道キャラバン(４年) ８日 (木) 小中研修会(鈴ヶ森小)
ふれあい給食(３年) １５日 (木) 校内研修会

１３日 (火) えんぴつ教室(１年) １６日 (金) 避難訓練 第１回漢検
１５日 (木) 水泳指導始 １７日 (土) 土曜授業日 進路説明会(９年)
１７日 (土) ブックフェスタ ２０日 (火) 第１回学力到達度調査(９年）
２０日 (火) ＩＥＪプログラム ２１日 (水) 期末考査(～２３日)校内研修会
２３日 (金) こころの劇場(６年) ２６日 (月) 水泳指導始
２７日 (火) 交通安全教室 ２８日 (水) 校内研修会
２９日 (木) 社会科見学(４年) ３０日 (金) 赤ちゃんふれあいI(７年)

浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ 　　　　 租税教室(９年)
６月 1日 (木) 移動教室(5/31～２日　５組)

３日 (土) スチューデントシティ(５年)
６日 (火) マナーキッズ チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０

１０日 (土) 自転車安全教室 ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆
１５日 (木) 体力テスト(～１７日) ウェイウェイ・ウー
１９日 (月) プール開き ﾃﾞﾋﾞｭｰ15周年記念二胡ｺﾝｻｰﾄ
２０日 (火) あそびの森 区内在住で現代二胡のパイオニア
２２日 (木) 避難訓練 的存在の、ウェイウェイ・ウー
２３日 (金) こころの劇場(６年) コンサートをお楽しみください。
２６日 (月) 兄弟学級給食 時 29年6月17日(土)開演15:45
２７日 (火) 社会科見学(６年) 会 きゅりあん大ホール
２８日 (水) 地区班会議・集団下校 ￥
２９日 (木) 鈴中部活体験(～３０日　５,６年)

鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ ワンコイン名画座
６月 １３日 (火) 体力テスト 「時代屋の女房」

１６日 (金) 学校公開(～１７日) 大井町・三ツ又に実在した骨董屋
１７日 (土) 市民科授業地区公開講座 「時代屋」を舞台にした作品。
１９日 (月) 水泳指導始 渡瀬恒彦と夏目雅子の共演を
２０日 (火) こころの劇場(６年) お楽しみください。
２６日 (月) 鈴中部活体験(～２７日　５,６年) 時 29年7月28日(金)開演19:00
２９日 (木) 保護者会(４～６年) 会 きゅりあん小ホール
３０日 (金) 保護者会(１～３年) ￥ 全席指定　500円　

※未就学児入場不可
東大井区民集会所　 ☎ ３７６５－２４１１
６月 １４日 (水) 民生委員協議会 スコットランド探訪

１５日 (木) 高年者懇談会 ～バグパイプと民族ダンス～
品川区在住アーティストである

单大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０ 金子誠人を中心に、民族舞踊を
・毎週水曜おはなし会 15:30～ バグパイプと共にお届けします。

６月 ８日 (木） 館内整理休館日 時 29年8月20日(日)開演14:00
１０日 (土） 雑誌リサイクル市 会 きゅりあん小ホール

￥ 全席指定　一般　1,000円
※詳細は各施設にお問い合わせください。 ※３歳から入場可
※このニュースに記載されている情報は

４月２7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。

全席指定　3,000円

時 

時 時間 持 持ち物 会 会場 申 申込方法 ￥ 費用

３



6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　　　
６月 １日 (木) 身体測定(４,５歳児) ☎ ３４７１－１０７０

２日 (金) 身体測定(３歳児) ６月 ５日 (月) こみゅにてぃランチ 対象：幼児親子
５日 (月) 身体測定(２歳児) 時 10:30～12:30
６日 (火) 歯科検診 申 5/17(水)～　 先着10組
７日 (水) 身体測定(１歳児) 費 実費
８日 (木) 眼科検診 单大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８

６月 １０日 (土) 神谷先生の『親子で体操あそび』
東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０ 　　　　 時 10：30～11：30 対象：幼児親子

６月 ７日 (水) 身体測定(乳児) 　　 持 飲み物、汗拭きタオル
８日 (木) 身体測定(幼児) 申 5/27(土)より来館または電話

先着15組程度
１４日 (水) 親子deリトミック

時 10：30～11：15 対象：１～２歳児
持 飲み物、汗拭きタオル

单大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 申 5/31(水)より来館または電話
６月 ２日 (金) 身体測定(幼児） 先着15組程度

６日 (火) 身体測定(乳児） ２３日 (金) 保健センター連携事業
９日 (金) ゆりっこデー(５歳児) 「家庭で予防する食中毒｣

１５日 (木) 眼科健診 時 10：30～11：30　　　対象：１～２歳児
２８日 (水) プール開き 申 6/9(金)より来館または電話

♪毎週金曜日　リズム遊び 先着20組程度
２日・１６日・２３日 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７

６月 １７日 (土) ヨガ講座 時 10:30～11：30
水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ ※お子さんがご一緒でも大丈夫。リフレッシュしましょう。

６月 ６日 (火) 身体測定（０歳・幼児） ２１日 (水) 母親のための親育ちワークショップ第1期
７日 (水) 眼科健診 時 10:30～12:00 毎週水,5回連続講座～7/19

９日 (金) 身体測定（１,２歳児） ※子育てについて学びながら交流をします。

１５日 (木) 歯科検診 ２３日 (金) ママのボディーケア 時 10:30～11：30
２１日 (水) 避難訓練 ２４日 (土) カムロ大会 時 15:00～16:00
２２日 (木) たけのこデー（～２３日） ３０日 (金) 館内卓球大会 時 15:00～16:00

中学生と赤ちゃんとのふれあい事業第１回
浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ 時 10:30～11:40 会 鈴ヶ森中学校

６月 １日 (木) 内科健診
９日 (金) 体重測定 ※詳細は各児童センターにお問い合わせください。

１３日 (火) 安全指導
１６日 (金)) 幼稚園公開(～１７日)
１７日 (土) 保育参観
２２日 (木) 避難訓練  住んで良かったと思える町づくりをご一緒に…J
２６日 (月) プール指導開始      品川区　全地区に支え愛の輪がつながります
２８日 (水) 誕生会
３０日 (金) カレー実食会

 男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４
７月 日時未定　（詳しくは「広報しながわ」または「区ホームページ」をご覧下さい）

講座「親として知っておきたいデートDVってなぁに？！」　　
＊交際相手からの暴力被害が約10人に１人とも言われてますがご存知ですか？


18:30～20:30 講師：女性ネットSaya-Saya

７月 日時未定　（詳しくは「広報しながわ」または「区ホームページ」をご覧下さい）

講座「危険なSNS　自分と家族を守るために(仮）」　　

＊子どもをとりまくインターネット環境について知っていますか？

18:30～20:30 講師：全国Weｂｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ協議会
今月は『さくらまつり』の報告です。７月には区

民まつり―盆おどり大会があります。こうしたイベ
ントは見るものでなく、参加してこそ楽しさを味わ
えます。さらに皆様で協力してつくることの方が、
大変かと思いますが、もっと大きな楽しさを味わえ
るのではないでしょうか。

＊どちらの講座も定員：２５人、託児あり（1歳～就学前まで）、電話かFAX
で申込み(先着）。　会場：きゅりあん３F男女共同参画センター会議室。

 　支え愛・ほっとステーションは「身近なふくしの相談窓口」

として地域の皆様からのご相談をお受けしています。「こん
な相談どこにしたらいいの？」 と思った時はまずお

電話ください。
 　皆様と一緒に解決できる方法を考え、必要なサービスに繋
げます。大井第一地域センターの中でお待ちしています。
(品川区社会福祉協議会運営)　　担当：伊藤・梅田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※杉山は異動しました）

時 時間 持 持ち物 会 会場 申 申込方法 ￥ 費用

支え愛・ほっとステーション       ☎６４０４－６８７８ 

時 

時 

４ 古紙を配合した紙を使用しています


