
始業式　９月　１日(金) 始業式　９月　１日(金)
鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
９月 １日 (金) 始業式・引き渡し訓練 ９月 １日 (金) 始業式

２日 (土) サタデースクール 時 8:20～11:30 土曜授業
保護者のためのサタデースクール
時 11:30～12:00 時 13：00～15：30 ￥ １００円

１３日 (水) 日光移動教室(６年,～１５日） １３日 (水) 職場体験(～１４日)
１９日 (火) 学校保健委員会 ２８日 (木) 第２回定期考査(～２９日)
２２日 (金) ふれあい給食
２９日 (金) 全校遠足 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９

立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ ９月 １日 (金) 始業式・引き渡し訓練
９月 １日 (金) 始業式 ２日 (土) 土曜授業日　

２日 (土) 土曜日授業　引き取り訓練 １１日 (月) 移動教室(７年,～１３日)
８日 (金) プール納め キャリア体験(８年,～１３日)

１４日 (木) 稲刈り体験(５年) ２１日 (木) 校内研修会
３０日 (土) 秋季大運動会 時 8:45～15:00 ２２日 (金) 生徒会役員選挙

※自転車来校禁止 ２６日 (火) 区連合体育大会
浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ ２８日 (木) 中間考査(～２９日)
９月 １日 (金) 始業式・避難訓練 ２９日 (金) セーフティ教室

２日 (土) 土曜日授業日　 鈴中体験：５日鈴小(６年)、７日浜小(６年)

５日 (火) オリンピアの陸上授業(６年)
７日 (木) 社会科見学(３年) チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０

鈴中半日部活体験(６年,午後) ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆
８日 (金) 保護者会(１・２・３年) フレッシュ名曲コンサート

１２日 (火) 保護者会(４・５・６年・５組) ベートーヴェン「交響曲第７番」
１３日 (水) 浜中１日体験(６年) 曲目：モーツァルト/歌劇「フィガロの結婚」序曲
１４日 (木) 社会科見学(４年) メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲 ホ短調
１９日 (火) 教育実習(～10/13) ベートーヴェン/交響曲第７番 イ長調

鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ 時 29年11月12日(日)開演15:00
９月 １日 (金) 始業式・給食始・引き取り訓練 会 きゅりあん大ホール

４日 (月) 夏休み作品展始(～１５日) ￥ 全席指定　Ｓ席3,000円
５日 (火) 鈴中１日体験(６年) Ａ席2,000円　Ｂ席1,000円(完売)

オリンピア陸上授業 ※未就学児入場不可
保護者会(１･２･３年) 時 14:45～

８日 (金) 保護者会(４･５･６年) 時 14:45～ お琴の夕べ
３０日 (土) 運動会 時 8:50～15:00 ～お茶ともみじのおもてなし～

※自転車来校禁止 お琴の音色とお茶席で優雅な時間
※来校の際は、上履き・下足いれをご持参ください。 をお楽しみください。

時 10月27日(金)お茶席15:30～
南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０ お琴演奏16:45～
９月 ９日 (土） 雑誌リサイクル 時 9:00～ 会 品川歴史館

１４日 (木) 休館日 ￥ 一般1,000円(自由席・お茶席代込み)
・毎週水曜日おはなし会 時 15:00～、15:30～

（同じプログラムを２回実施しています。) 品川区民芸術祭2017Dream Stage
世代を超えてBANDセッション

東大井区民集会所　 ☎ ３７６５－２４１１ ～寺内タケシとブルージーンズ～
９月 ２１日 (木) 高年者懇談会 第一部：公募区民小中高生バンドと

        プロによるDream Stage
※詳細は各施設にお問い合わせください。 第二部：寺内タケシとブルージーンズ
※このニュースに記載されている情報は 　　　　によるライブ in きゅりあん

８月１日現在のものです。 時 11月5日(日)開演14:00
その後、変更等が生じる場合があります。 会 きゅりあん大ホール

￥ 全席指定　大人1,000円　高校生以下500円
※3歳以上入場可　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

浜川祭
２日 (土)

時 持 申 ￥ 会 

３



９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　　　
９月 １日 (金) 身体測定(４・５歳児) ☎ ３４７１－１０７０

４日 (月) 身体測定(３歳児) ９月 １４日 (木) コミュニティランチ
５日 (火) 身体測定(２歳児) 時 10：30～12：30 ￥ 実費
６日 (水) 身体測定(１歳児) 南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８

１５日 (金) おじいちゃんとおばあちゃんといっしょ ９月 ２日 (土) ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾟﾗﾚｰﾙ 時 10:30～12:00
※ 持っている人は自分の電車

６日 (水) 親子deリトミック
東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０ 時 10:30～11:15 先着:15組
９月 ６日 (水) 身体測定(乳児) 　　 申 8/23(水)より来館または電話

７日 (木) 身体測定(幼児) 対象:歩く前までのお子さん
１５日 (金) コスモス会 ９日 (土) 神谷先生の『親子で体操あそび』

時 10:30～11:30 先着15組
申 8/26(土)より来館または電話
対象:歩く前までのお子さん

南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ １１日 (月) 助産師によるベビーマッサージ
９月 １日 (金) プール終　 時 10:30～11:30 持 ﾊﾞｽﾀｵﾙ

４日 (月) 身体測定(幼児) １６日 (土) 田代先生の『みんなでﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ』
５日 (火) 身体測定(乳児) 時 14:00～15:00

１３日 (水) 引き取り訓練 対象:乳幼児親子～高校生
１５日 (金) コスモスの会 ２０日 (水) 親子deﾘﾄﾐｯｸ

♪毎週金曜日　リズム遊び 時 10:30～11:15 先着15組
１日・８日・１４日(木)・２９日 申 9/6(水)より来館または電話

対象:２歳児以上親子
水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７

水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ ９月 1日 (金) Ｎ・Ｓ・Ｆﾆｭｰｽﾀｰﾄﾌｪｽﾀ
９月 ５日 (火) 身体測定(０・幼児) 時 14:00～16:00 対象:小学生以上

６日 (水) 身体測定(１・２歳児) ２日 (土) ヨガ教室
１５日 (金) 敬老の集い 時 10:30～11:30 対象:保護者
１６日 (土) 給食を知ろう会 ９日 (土) がらくたｸﾗﾌﾞ

時 10：00～11：00 時 10:30～12:00
対象:幼児親子・小学生以上

２２日 (金) 親子ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ 対象:０歳児親子
浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ 時 10:30～11:30
９月 １日 (金) 始業式・引き取り訓練

６日 (水) ８月誕生会
８日 (金) プール納め

１５日 (金) コスモスの会(敬老会)
２１日 (木) 家庭教育学級
２７日 (水) ９月誕生会

 男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４
■ 傾聴講座（初級）2日間制

10月3・10日（火）時 午後6：30～8：30
＊９／１より電話かFAXで先着にて受付開始

■ 男女共同参画推進講座

～ヴィクトリア女王と演劇～　2日間制
10月6・13日（金）時 午後1：30～3：30
＊9/15までに往復はがきにて申込（抽選）

＊その他にもいろいろな講座を開設しています。お問い合わせください。

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

● 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）

　夏休みも残り少なくなってまいりました。それ
ぞれの、たのしい夏休みをすごされたことと思い
ます。
　宿題は終わりましたか。私は計画を立てるのは
得意でしたが実行ができなくて、泣きながら追い
込みをした思い出があります。そのうち、決まっ
たことは先にやることを覚えましたが、それでも
締切が遅れて大変ご迷惑をおかけすることがあ
り、その度にあの夏の日を思い出し冷や汗をかく
のです。持 申 ￥ 会 時 

※詳細は各児童センターにお問い合わせください。  

支え愛・ほっとステーション    ☎６４０４－６８７８ 

身近で「おやっ？」と思うことはありませんか？ 
  ゆるやかな見守りをお願いします。新聞や郵便物がた

まっている、何日も同じ洗濯物が干されたまま、服装が乱

れ季節に合わない服を着ている・・・など、様子が気になる、

と感じたときはご連絡ください（匿名でもかまいません） 
★町会・自治会、学校・PTAやマンションの集会などに伺い、「見守

りサポーター」の講座を行っています。お気軽にご連絡ください。 

異変や気づきをお知らせください 
地域で見守り合うために、まずできることから・・・ 

４ 古紙を配合した紙を使用しています


