
始業式　　１月 ９日（火） 始業式　　１月 ９日（火）

鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
１月 １１日 (木) 書き初め会 １月 １９日 (金) 第３回　英語検定

１８日 (木) 書き初め展始め(～２６日) ２４日 (水) 校内研修会
２０日 (土) ＰＴＡもちつき ２９日 (月) 学校公開週間　学習発表会展示

時 9:30～10:30 会 校庭 時 9:00～15:00 (～３１日)

立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４ 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９
１月 １５日 (月) 校内書き初め展(～２６日) １月 １２日 (金) ブラインドサッカー(７年)

１８日 (木) 租税教室(６年) 第３回地域健全育成運営協議会
歯みがき教室(１年) 鈴トーク

１９日 (金) 品川区立学校連合作品展(～２１日) １５日 (月) 私立推薦出願
２０日 (土) ふれあいサタデー・もちつき １９日 (金) 第３回英検
２３日 (火) 校内研究報告会 時 13:00～16:45 小中連合作品展(～２１日)
２９日 (月) そろばん教室(３年) ２０日 (土) 土曜授業日　オリパラ教育

PTAふれあい事業
浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ ２２日 (月) 私立推薦入試
１月 １０日 (水) 席書会(～１１日) ２３日 (火) 避難訓練　都立出願

１３日 (土) サタデースクール(４年) ２４日 (水) 平昌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手応援ｲﾍﾞﾝﾄ

１５日 (月) 書き初め展(～２６日) ２５日 (木) 私立一般出願
交通安全教室　自転車(２年) ２６日 (金) ランチルーム給食(７B)

１８日 (木) 保護者会(～１９日、２３日) 都立推薦入試(９年,～２７日)
２０日 (土) 地区班会議・集団下校 ２７日 (土) ファイナンスパーク(８年)
２２日 (月) 小学校体験(浜川幼稚園・大井保育園) ３１日 (水) 校内研修会
２４日 (水) 平昌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手応援ｲﾍﾞﾝﾄ (5組)

２５日 (木) 避難訓練
２６日 (金) 兄弟学級給食 チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０
２７日 (土) サタデースクール(４年) ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆

PTAスポレク ♪参加・体験・感動！ ふれあいこどもまつり♪
２９日 (月) 兄弟学級遊び(1・6年、2・4年,～３０日) きゅりあん大・小ホールのほかイベント

ホール・リハーサル室でも親子で楽しめる
鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ イベントを行います。
１月 １５日 (月) イングリッシュキャンプ(４年)

１８日 (木) 漢字検定 ミュージカル　「シンデレラ」
２２日 (月) 校内書初展(～2/3) 美しい音楽とバレエで綴る幸せの
２６日 (金) 持久走記録会　 物語をお届けします。

会 都立大井埠頭海浜公園陸上競技場 時 30年2月18日(日)開演14:30
会 きゅりあん大ホール
￥ 全席指定(前売)3,000円
         　(当日)3,300円

南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０
・毎週水曜おはなし会 15:00～、15:30～ 津軽三味線ＶＳバイオリン

１月 １１日 (木) 休館日 ～Shiori＆TERRAデュオ～
１３日 (土) 雑誌リサイクル 時 9:00～ 津軽三味線とバイオリンのコラボ
開館時間 月曜日〜土曜日　 時 9:00～20:00 レーションをお楽しみください。

日曜日・祝日 時 9:00～19:00 時 30年2月18日(日)開演11:15
※１２月２９日(金)～１月３日(水)　年末年始休館日 会 きゅりあん小ホール

￥ 自由席(前売)2,500円
※詳細は各施設にお問い合わせください。
※このニュースに記載されている情報は

１２月1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。 　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

      (当日)2,800円

時 持 申 ￥ 会 

時 時 時 時 

３



1月のお知らせ
━詳細は各児童センターに

　　お問い合わせください。━

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　　　
１月 ９日 (火) 身体測定(４・５歳児) ☎ ３４７１－１０７０

１０日 (水) 身体測定（３歳児) １月 １８日 (木) 抱っこボタンティア養成講座
１１日 (木) 身体測定(２歳児) 10:30～11:30
１２日 (金) 身体測定(１歳児) ２０日 (土) ガラス工芸 無料　先着４名
１７日 (水) お茶会(初釜) 時 14:00～15:45

東大井保育園 ☎ ３４７１－１１９０ ２５日 (木) 親育ちワークショップ 期間:1/25～2/22

１月 １０日 (水) 身体測定(乳児) 　　 時 10:30～11:30 　　毎週木曜日

１１日 (木) 身体測定(幼児)
南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８
１月 ９日 (火) 身体測定(幼児) １月 １３日 (土) 神谷先生の『親子で体操あそび』

１１日 (木) 月見橋交流(４歳児) 　　　　 時 10:30～11:30 先着15組程度
身体測定(乳児) 申 1/4(木)より電話可 対象:幼児親子

１３日 (土) 子ども音楽会(５歳児) １７日 (水) 親子deﾘﾄﾐｯｸ
１８日 (木) 避難訓練 時 10:30～11:15 先着20組程度
１９日 (金) クッキング(３歳児) 申 1/4より電話可 対象:幼児親子

２３日 (火) 健康教育 ２０日 (土) 田代先生の『みんなでﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ』
水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ 時 14:00～15:00 ※服装は靴下・ｽﾞﾎﾞﾝ

１月 １０日 (水) 身体測定(０・３・４・５歳児) 対象:乳幼児親子～シルバー世代
１１日 (木) 身体測定(１・２歳児) ２４日 (水) 保健センター連携事業
１３日 (土) 子ども音楽会(５歳児) 『離乳食完了期から幼児食へのすすめ方』

１８日 (木) 避難訓練 時 10:30～11:30 先着20組程度
２７日 (土) 作品展 申 1/10(水)より電話可

浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ 対象:1歳児親子
１月 ９日 (火) 始業式　安全指導 ２９日 (月) 助産師によるﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ

１０日 (水) PTA餅つき会 時 10:30～11:30 持 ﾊﾞｽﾀｵﾙ
１１日 (木) 体重測定 ※飲み物、汗拭きタオルをお持ちください。

１２日 (金) わくわくクラブ(未園児親子登園)
時 9:15～10:45 ４・５歳児 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７
時 10:50～12:20 ２・３歳児 １月 ４日(木)・５日(金) お正月ゲーム大会
会 遊戯室 持 上靴下足入れ 時 14:00～15:00 対象:小学生以上

１３日 (土) 品川区こどもおんがくかい ６日 (土) お正月カムロ大会 対象:小学生以上

５歳児出演 時 15:00～16:00
２４日 (水) １月誕生日会 １３日 (土) 七輪で焼いて食べよう対象:全世帯

３１日 (水) にこにこ広場(園庭開放) 時 10:30～12:00
時 12:30～13:30 ２０日 (土) ヨガ講座 対象:乳幼児の父母
※園庭で自由に遊べます 時 10:30～11:30

２６日 (金) 親子プレイパーク 時 10:30～11:30
 男女共同参画センター ☎ ５４７９－４１０４ 対象:０歳児親子20名程度
■講座『変わりゆくストーカー被害の実態と対策』 ２７日 (土) ﾊﾟﾊﾟのﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 時 11:00～12:00

対象:０歳児をもつ父15名程度

２月１日（木）午後６時３０分～８時３０分
講師：小早川　明子氏（NPO法人ヒューマニティ理事長）

申 電話かFAXで12/11～申込み（先着）
（託児あり:1歳児～就学前まで。事前申込制）

会 きゅりあん３Ｆ男女共同参画会議室

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

最近の若者を取り巻くネットストーカーやDVの現況、その被害からの対処の仕方を
『あなたがストーカーになる日』などの著者から学びませんか？

　平成29年の暮れも押し詰まりました。振りかえって
みますと、天候に振り回された一年、という印象が強
く残ります。特に、週末の天気が荒れることが多く、
色々なイベントが影響を受けました。
　来年こそは、と願うばかりですが、こればかりは思う
ようにいきません。それでも、地域の為に努力を惜し
まない方々にとって、報われる良い年になりますよう
に、心からお祈りしたいと思います。

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用時 持 申 ￥ 会 

時 

支え愛・ほっとステーション   ☎６４０４－６８７８ 

日常生活のちょっとした困り事、通院後の薬の受取り・

買物代行・外出の同行などのお手伝い、また地域の“異変
や気づき”に関する情報提供などにご協力いただける

ボランティアさんを、現在  大募集中です。 

詳しくはお電話でお問合せください 
 

支え愛ほっとステーションでは、地域の皆さまのチカ
ラをお借りしながら「見守り」や「ちょっとしたお手伝い」
を行っています。 

時 持 申 ￥ 会 

４ 古紙を配合した紙を使用しています


