
※来校の際は上履き・下足入れをご持参ください。

終業式 １２月 ２５日 (月) 終業式 １２月 ２５日 (月)

鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
１２月 ２日 (土) サタデースクール 時 8:45～11:30 １２月 ２日 (土) 区内一斉防災訓練

引き渡し訓練 時 9:20～ ４日 (月) 三者面談(～１１日)
区内一斉防災訓練 時 10:00～ １３日 (水) 避難訓練

７日 (木) 社会科見学(３年) １５日 (金) 社会科見学(８年)
１９日 (火) 保護者会

立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ ２１日 (木) お肉の情報館(７年)
１２月 ２日 (土) 区内一斉防災訓練 ２５日 (月) ビブリオバトル

時 10:00～12:00
７日 (木) マラソン大会 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９

時 8：45～12：15 会 校庭 １２月 １日 (金) 校外学習(８年)
１８日 (月) 民謡協会連携授業(５年) ２日 (土) 土曜授業日

イングリッシュキャンプ(４年) 区内一斉防災訓練
２１日 (木) 英語冬フェスティバル(１年) ４日 (月) 三者面談(～１２日)

６日 (水) オリパラ教育
浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ ９日 (土) 中学生の主張発表大会
１２月 １日(金) ﾔｸﾙﾄｽﾜﾛｰｽﾞの野球教室(３年) １５日 (金) 入試相談(～１６日)

２日 (土) 区内一斉防災訓練 校区教育協働委員会
５日 (火) 社会科見学(３年) ２２日 (金) 大掃除

１２日 (火) ﾔｸﾙﾄｽﾜﾛｰｽﾞの野球教室(４年)
１４日 (木) 保護者会(４年)
１６日 (土) ファミリーフェスタ チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０
１９日 (火) CAP(３年) ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆

２２日 (金) ブラインドサッカー教室(６年) オーケストラで歌う
青春ポップスコンサート

鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ 出演：太田裕美、庄野真代
１２月 １日 (金) 個人面談（～12/8） 渡辺真知子、Ｎ響団友オーケストラ

２日 (土) 区内一斉防災訓練(全児童参加) 時 30年2月4日(日)開演16:00
時 10：00～12：00 会 校庭等 会 きゅりあん大ホール

￥ 全席指定　4,000円
東大井区民集会所　 ☎ ３７６５－２４１１ ※未就学児入場不可
１２月 １３日 (水) 民生委員協議会

２１日 (木) 高年者懇談会 参加・体験・感動！ ふれあいこどもまつり
ミュージカル　「シンデレラ」

南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０ 美しい音楽とバレエで綴る幸せの
１２月 ９日 (土） 雑誌リサイクル 9:00～ 物語をお届けします。
１２月 １０日 (日） ～ １２月 １４日 (木） 当日は小ホール・イベントホール

特別整理期間および館内整理日のため休館 でも様々な催しを実施します。
時 30年2月18日(日)開演14:30

★ 開館時間 会 きゅりあん大ホール
9:00～20:00 （月曜日～土曜日） ￥ 全席指定　(前売)3,000円　(当日)3,300円
9:00～19:00 （日曜日／祝日）
※ １２月２９日～１月３日までは年末年始休館日 ♪♪♪チケット発売情報♪♪♪

ワンコイン名画座
★ おはなし会　毎週水曜　 15:00～、15:30～ 「SING(日本語吹き替え版)」

※ 同じプログラムを２回実施しています。 豪華声優陣で話題となったアニ
メが早くもワンコインで登場！

※詳細は各施設にお問い合わせください。 ☆発売日☆12月8日(金)9時～
※このニュースに記載されている情報は 時 30年2月10日(土)開演14:30

１１月1日現在のものです。 会 きゅりあん小ホール
その後、変更等が生じる場合があります。 ￥ 全席指定　500円

※未就学児入場不可

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用
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12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　　　
１２月 ５日 (火) 身体測定(４・５歳児) ☎ ３４７１－１０７０

６日 (水) 身体測定(３歳児) １２月 ２日 (土) ものづくりふぇすた
７日 (木) 身体測定(２歳児) 時 14:00～16:00
８日 (金) 身体測定(１歳児) 乳幼児から大人まで楽しめます。

２２日 (金) クリスマス会※ 時 10:00～ １４日 (木) こみゅにてぃランチ
２６日 (火) もちつき※ 時 10:00～ 時 10:30～12:30 対象:幼児親子

※ 地域の方も参加できます。 １６日 (土) マジック＆イリュージョンショー
申し込みは保育園へ 時 14:00～15:20 開場13:30

東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０ 南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８
１２月 １日 (金) 表現遊びの会会 １２月 ２日 (土) ダイナミックプラレール

１３日 (水) 身体測定(乳児) 時 10:30～11：30 対象：幼児親子
１４日 (木) 身体測定(幼児)　 持 持っている人は自分の電車
２２日 (金) 年末こども会 ９日 (土) 神谷先生の親子で体操あそび

10:30～11:30 対象：幼児親子
南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 申 11/25より電話可 先着15組程度
１２月 ５日 (火) みせっこ会 持 飲み物、汗拭きタオル

８日 (金) わくわくデー １３日 (水) 乳幼児親子クリスマス会
１５日 (金) おたのしみ会 時 10:30～12:00 対象:乳幼児親子
２２日 (金) もちつき 時 10:00～ 申 11/25より電話可 ※詳細は申込時に

会 ホール 申 電話にて ２０日 (水) ミュージックボックスがやってきた
時 10:30～11:30 対象:乳幼児親子

水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ 申 12/1より電話可 先着50組程度

１２月 5日 (火) 身体測定(０歳児・幼児） 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７
６日 (水) 身体測定(１・２歳児） １２月 ２日 (土) ヨガ講座 対象:子育て中の保護者15名

８日 (金) キラキラ会 時 10:30～11:30
２２日 (金) チャイルドフェスティバル 申 11/1(月)より電話可
２６日 (火) もちつき会 ４日 (月) プレママ・プチママタウン２

時 10：30～12：00
浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ 対象：妊婦10名　0歳児親子10組
１２月 １３日 (水) 避難訓練 ５日 (火) ベビーマッサージ

にこにこ広場(未就園児) 時 11:00～12:00 15組程度
時 12:30～13:30 園庭 ￥ 500円程度
※どなたでも参加できます。 １３日 (水) 小学生お楽しみ会

１５日(金)・１８日(月)・１９日(火) 時 15:00～16:00 対象：小学生以上
遊園地ごっこ １４日 (木) みかん・めろんクリスマス会

２１日 (木) 誕生会 時 10:30～11:30 対象:1.2歳児親子
２２日 (金) お楽しみ会 １５日 (金) マスカット・いちごクリスマス会
２５日 (月) 保護者会　終業式 　　　 時 10:30～11:30 対象:0歳児親子

※詳細は各児童センターにお問い合わせください。
 男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４
■女性の活躍支援講座『キャリアデザイン講座（入門）』

1月23・30日（火）AM10:00～正午　(2日間制）

１日目:「私らしさ」を考える・２日目:「なりたい自分」を考える 　　　 

申 電話かFAXで12/1～申込み（先着）　女性25名

会 きゅりあん３Ｆ男女共同参画会議室 （託児あり:1歳児～就学前まで。事前申込制）

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

　皆様からマイタウン２１に寄せられた原稿の言葉
の一つ一つに作者のお人柄が感じられ、楽しく拝読
しています。
　そのため、編集会議では原作の雰囲気を生かすた
め、極力言葉を変えないようにしています。しか
し、一つの文が余りにも長かったり、記述が曖昧で
あったり、社会通念上適切ではない言葉は会議の中
で修正させていただいております。
　ご理解ください。

自分の価値を高めるキャリアの作り方を学び、未来に向けた一歩を踏み出しませんか。

支え愛・ほっとレターのご案内 
♡ 郵便配達員から安心のはがきを ♡ 

「支え愛・ほっとレター」は、ほっとステーションから毎月地域の

情報や健康に関することなどを皆様にお届けするハガキです。

品川郵便局の配達員の方にご協力いただき、直接皆さまにハ

ガキを手渡しすることで安否確認をしています。 

1年間600円のハガキ代のご負担をお願 
いしています。  まずは、ご連絡下さい☺ 

時 

会 

時 

支え愛・ほっとステーション   ☎６４０４－６８７８ 
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４ 古紙を配合した紙を使用しています


