
小学校終業式：２０日(木) 中学校終業式：２０日(木)

鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
１日 (土) サタデースクール 時 8：20～11：30 ７月 １日 (土) 土曜授業

１１日 (火) 着衣泳(～１２日) １０日 (月) 移動教室(７年,～１２日)
１２日 (水) 中学校1日体験(６年)　会 浜川中学 １８日 (火) 保護者会
２１日 (金) 日光林間学園(5年,～２３日) ２１日 (金) 夏季補習教室(～２８日)

ラジオ体操(～２５日) 三者面談(～３１日)
サマースクール(～３１日)
夏季水泳指導(～8/4) 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９

７月 1日 (土) 土曜授業日　体力テスト
立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ ３日 (月) 三者面談(～１１日)
７月 土曜日授業　学校説明会 ６日 (木) 都学力向上調査(８年)

時10：00～11：30 ７日 (金) Gテック筆記(９年)
持上履き･下足入れ １３日 (木) 救命講習

６日 (木) 学力向上を図るための調査(５年) １４日 (金) 保護者会　移動教室説明会(７年)
１０日 (月) キャリア体験説明会(８年)
２５日 (火) 日光林間学園(5年,～２７日) １８日 (火) 高校講話(９年)

２０日 (木) 終業式　集団下校
浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ ２１日 (金) サマースクール(～２７日)
７月 １日 (土) 学校公開　ロング音楽朝会 SJセミナー(～8/1)

５日 (水) 避難訓練
６日 (木) 都学力調査(５年)

保護者会(２・４・６年、５組) チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０
２１日 (金) 水泳指導前期(～３１日) ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆
２７日 (木) 林間学園(～２９日) サンリオファミリーミュージカル

ハローキティのドリームトラベラー
【チケット購入特典】

鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ サンリオミニランド(きゅりあん
７月 １日 (土) スチューデント・シティ(５年) イベントホール)へご招待

たてわり班活動 時 29年7月22日(土)開演15:00
２０日 (木) 学校保健委員会(希望保護者等) 会 きゅりあん大ホール

時14:00～ 持 上履き ￥ 全席指定　大人　2,500円
２１日 (金) ｻﾏｰｽｸｰﾙ(～２６日) 小学生以下　1,000円　

進路面談(６年,～２６日)※ ※２歳までひざ上鑑賞無料
夏季水泳指導前期(～8/2)※
※土・日曜日を除く スコットランド探訪

～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

東大井区民集会所　 ☎ ３７６５－２４１１ 金子誠人を中心に、民族舞踊を
７月 １２日 (水) 民生委員協議会 バグパイプと共にお届けします。

２０日 (木) 高年者懇談会 時 29年8月20日(日)開演14:00
会 きゅりあん小ホール
￥ 全席指定　一般　1,000円

南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０ ※３歳から入場可
７月 ８日 (土） 雑誌リサイクル 時 9:00～

１３日 (木） 休館日 ♪♪♪チケット発売予定♪♪♪
15:00～、15:30～ キッズのためのはじめての音楽会

（同じプログラムを２回実施しています） ☆☆チケット発売日6月30日(金)☆☆
初めてだからこそ、一流の演奏家による

※詳細は各施設にお問い合わせください。 エンターテイメントを！大人も満足できる
※このニュースに記載されている情報は 演奏会をお届けします。

６月２日現在のものです。 時 29年9月30日(土)開演13:30
その後、変更等が生じる場合があります。 会 スクエア荏原ひらつかホール

￥ 全席指定　大人　2,000円
　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用 小学生以下　1,000円
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7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　　　
  ４日 (火) 身体測定(４・５歳児) ☎ ３４７１－１０７０

５日 (水) 身体測定(３歳j児) ７月 ３日 (月) こみゅにてぃランチ
６日 (木) 身体測定(２歳児) 時 10：30～12：30 ￥ 実費
７日 (金) たなばた ８日 (土) パパのためのベビーマッサージ

１０日 (月) 身体測定(１歳児) 時 11:00～12:00 定員15名
１４日 (金) なつまつり 時 10：00 ２２日 (土) サマーライブ バンド演奏

時 14:00～16:00
東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０ 南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８
７月 ３日 (月) プール開き 　　 ７月 1日 (土) ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾟﾗﾚｰﾙ 時 10:30～12:00

７日 (金) 七夕の集い 持 持っている人は自分の電車
１２日 (水) 身体測定(０・１・２歳児) ５日 (水) 「夏の子どもの病気と感染症」
１３日 (木) 身体測定(３・４・５歳児) 時 10：30～11：30 申 20組6/21より※
１４日 (金) 夏まつり ８日 (土) 神谷先生の「親子で体操あそび｣

時 10：30～11：30 申 6/24より※
１０日 (月) 助産師によるベビーマッサージ

南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 時 10：30～11：30 持 バスタオル
７月 ４日 (火) 身体測定（幼児）　避難訓練 １５日 (土) 田代先生の『みんなでﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ』

６日 (木) 身体測定（乳児） 時 14：00～15：00 服装：ｽﾞﾎﾞﾝ靴下

４歳児月見橋交流 ２４日 (月) 幼児プール開始(～8/30,開館日)
７日 (金) 七夕 時 10：30～15：00 持 水着など

１２日 (水) ちびっこまつり ※来館または電話にて

♪金曜日　リズム遊び １４日・２１日・２８日 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７
７月 ３日 (月) ﾌﾟﾚﾏﾏﾌﾟﾁﾏﾏﾀｳﾝ1～ﾋﾟﾗﾃｨｽ～

時 10:30～12:00
水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ 対象：0歳児親子10組

７月 ３日 (月) プール開き 　妊娠22週以降の運動制限がない方

４日 (火) 身体測定(０・幼児) １１日 (火) 親子夏まつり 時 10：30～11：30
５日 (水) 身体測定(１・２歳児) 対象:乳幼児親子
７日 (金) 七夕 １４日 (金) 親子プレイパーク 時 10：30～11：30

１３日13日 (木) 夏祭(～１４日) 対象:０歳児親子
１９日 (水) 避難訓練 ２２日 (土) カロム大会 時 15：00～16：00

２６日 (水) 親子夏ひろば 時 10：30～11：30
浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ ２７日 (木) つくりタイム 時 15：00～17：00
７月 ５日 (水) 避難訓練 ※詳細は各児童センターにお問い合わせください。

７日 (金) 夏祭り
１１日 (火) 安全指導・体重測定
１９日 (水) 誕生日会
２０日 (木) 終業式・全体保護者会
２１日 (金) 夏季休業日始
２４日 (月) 夏季プール(～２５日)

 男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４
７月２２日(土)  10：00～12：00 　    講師：宮坂憲央氏
「おやこコミュニケーション講座　星空カフェ」
親子で星空を見上げるきっかけを作って見ませんか？

申 小学生親子10組(6/21より先着)
※その他にも下記の２講座が先着順で受付中です。

　　お問い合わせください。

講座「危険なＳＮＳ」　
　7/5(水)18：30～20：30
子どもをめぐるインターネット環境などについてのお話です

講座「親向け　デートＤＶってなぁに？」　
 7/12(水)18：30～20：30
子どもをデートＤＶの加害者にも被害者にもさせないための

お話です

● どの講座も申込みは電話かＦＡＸで先着順申込受付。

会場はきゅりあん3階男女共同参画センター会議室

　 また、託児有り(1歳～就学前まで・先着順) 　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

 　夏至を過ぎると梅雨も後半となります。私は
インドア派なので海や山へ繰り出すことはありま
せんが、それでも、町中に太陽の明るい光が降り
注ぐ光景は、とても待ち遠しいものです。
　川面の輝き、公園や街路の深い緑、そして次々
に建つマンション・ビルディングの真新しい外壁
や窓ガラスの反射。遠くに行かずとも、この町こ
そが、私にとってのパワースポットなのだ、と思
えます。

　　　　　「お役立ち情報集」が完成しました！
 高齢者・障害者をはじめお買い物に不便を感じている方に
役立つようなお店の情報をまとめた『大井第一地区　日常
生活のお役立ち情報集』　が完成!!!
 地域の皆さまからの情報を結集して作成した１冊となって
います。
大井第一地域センター内、支え愛・ほっとステーションでお
配りしています。　是非、ご活用下さい　★☆★
　            品川区社会福祉協議会運営　担当　伊藤　梅田

支え愛・ほっとステーション       ☎６４０４－６８７８ 

時 持 申 ￥ 会 

４ 古紙を配合した紙を使用しています


