
鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
２月 ３日 (土) 学校公開 時 8:15～11:30 ２月 １日 (木) 学校公開週間

５日 (月) 学校公開 時 8:15～15:15 学習発表会展示（～３日）
６日 (火) 新１年保護者会 時 14:00～ 時 9:00～15:00
８日 (木) 大人と子供のための読み聞かせ会 ９日 (金) 新入生保護者説明会

時 10:40～11:40 会 体育館 15:00～16:00
１７日 (土) 菜の花ロードランニング ２６日 (月) 定期考査(～２８日)
２６日 (月) 保護者会(６年)

立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４
２月 ２日 (金) 子どもまつり(１・２年)

３日 (土) 親子情報モラル授業(４年) 鈴ヶ森中学校　　　　　　　　　　☎ ３７６５－２８４９
スチューデントシティ(５年) ２月 １日 (木) 都立推薦発表(９年)LG給食(７C)

８日 (木) 大井消防署見学(３年) ２日 (金) 学校公開　作品展(～３日)
１５日 (木) 日光雪国体験教室（６年、～１７日) ３日 (土) 土曜授業日
１９日 (月) セーフティ教室 ６日 (火) 都立前期出願(９年)
２０日 (火) 大井警察署見学(３年) ９日 (金) 小中研修会　第３回漢検
２７日 (火) ６年生を送る会 校区教育協働委員会

１０日 (土) 私立一般入試始(９年)
浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ １５日 (木) 演劇鑑賞教室(７年)
２月 １日 (木) 宿泊行事前日健診(４年) １６日 (金) 避難訓練

２日 (金) 宿泊行事(４年、～３日) １７日 (土) 土曜授業日 生徒会役員懇談会
５日 (月) 兄弟学級遊び(３・５年) 新入生保護者説明会

委員会活動 ２３日 (金) 都立前期入試(９年)
６日 (火) 新１年保護者会 ランチルーム給食(８A)

１０日 (土) サタデースクール(４年) ２４日 (土) 標準服採寸・体育着購入申込
１６日 (金) 学校公開(～１７日) ２６日 (月) 学年末考査(～２８日)
１９日 (月) 避難訓練 ２８日 (水) 品川教育の日
２０日 (火) ジャガイモの授業(５年) 
２１日 (水) 学校保健委員会
２２日 (木) 卒業遠足(６年) チケットセンターCURIA(キュリア)　　☎ ５４７９－４１４０
２３日 (金) ６年生を送る会 ☆☆☆チケット好評発売中☆☆☆
２４日 (土) サタデースクール(４年) ♪参加・体験・感動！ ふれあいこどもまつり♪
２６日 (月) クラブ活動(３年見学) きゅりあん大・小ホールのほかイベント
２７日 (火) お別れ遠足(５組) ホール・リハーサル室でも親子で楽しめる

保護者会(５・６年) イベントを行います。

鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ ミュージカル　「シンデレラ」
２月 ２日 (金) 学校公開 8:50～15:45 美しい音楽とバレエで綴る幸せの

３日 (土) 学校公開 8:50～11:50 物語をお届けします。
６日 (火) 新１年保護者入学説明会 時 30年2月18日(日)開演14:30

14:00～ 会 きゅりあん大ホール
２４日 (土) 品川音楽祭 会 きゅりあん ￥ 全席指定(前売)3,000円
２７日 (火) 学校茶道教室(３，４年、～２８日)          　(当日)3,300円

保護者会(４～６年)
津軽三味線ＶＳバイオリン

南大井文化センター　 ☎ ３４９２－２４５１ ～Shiori＆TERRAデュオ～
２月 １４日 (水) 民生委員協議会 津軽三味線とバイオリンのコラボ

１５日 (木) 高年者懇談会 レーションをお楽しみください。
時 30年2月18日(日)開演11:15

南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０ 会 きゅりあん小ホール
・毎週水曜おはなし会 15:00～、15:30～ ￥ 自由席(前売)2,500円

２月 ８日 (木） 休館日
１０日 (土） 雑誌リサイクル 9:00～
開館時間 月曜日〜土曜日　9:00～20:00

日曜日・祝日　9:00～19:00

      (当日)2,800円

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用
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2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　　　
２月 1日 (木) 作品展(～３日) ☎ ３４７１－１０７０

２日 (金) まめまき 時 10:00～ ２月 １４日 (水) ガラス工芸
※詳細はお問い合わせください。 15:00～16：45 先着４名

６日 (火) 身体測定(４・５歳児) ２４日 (土) パパのためのベビーマッサージ講座
７日 (水) 身体測定(３歳児) 11:00～12:00
８日 (木) 身体測定(２歳児) バスタオル等 先着15組
９日 (金) 身体測定(１歳児)

２２日 (木) お茶の会(桃の会) 南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８
２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 10:30～11:30 対象:幼児親子

２月 ３日 (土) 豆まき会 申 1/27(土)より電話可先着15組程度
７日 (水) 身体測定(乳児) ２１日 (水) 親子deリトミック 対象:１～２歳児親子

８日 (木) 身体測定(幼児) 10:30～11:15
１５日 (木) 作品展(～１６日) 申　2/7(水)より電話可 先着15組程度

２６日 (月) 保健センター連携事業
南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ 「０歳からはじめるむし歯予防」
２月 ２日 (金) 節分 10:30～11:30 対象:0歳児親子

３日 (土) 保護者会 申 2/5(月)より電話可 先着40組程度
５日 (月) 身体測定(幼児) 持 仕上げ用歯ブラシ(持っている方)
８日 (木) 身体測定(乳児) ※申込時に事前のアンケートの

月見橋交流(４歳児) ご協力をお願いします。

１４日 (水) クッキング(４・５歳児) 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７
２８日 (水) 新入園児面接 ２月 1日 (木) 「水神卓球今日か！？月間」

～２８日(水) 16:00～17:00 対象:小学生以上
水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ １０日 (土) 「バレンタインクッキング」
２月 ２日 (金) 節分の集い 時 14:00～16:00 対象:小学生以上

６日 (火) 身体測定(０・３・４・５歳児) 申 1/29(月)より電話可 先着12名
７日 (水) 身体測定(１・２歳児) 「カムロ大会｣ 対象:子育て中の保護者

１５日 (木) 避難訓練 　　　 時 15:00～16:00
２２日 (木) 園外活動(４歳児) ２１日 (水) 「しながわ水族館へ行こう！」

時 10:30～13:00 対象:乳幼児親子
浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ １７日 (土) 「ヨガ講座」 対象子育て中の保護者
２月 １７日 (土) 生活発表会 　　 時 10:30～11:30

２１日 (水) ２月誕生日会 申 2/1(木)より電話可 先着15名
２２日 (木) お別れ遠足　　　　　会 上野動物園 ２４日 (土) 「卓球大会水神杯」
２８日 (水) PTA総会・保護者会 時 16:00～17:00

※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

～円滑なコミュニケーションスキルを身につけよう！～

３月 ８・１５日　(木)　全２日間 時 10:00～12:00
1日目：好感が持たれる心地良い発声法

2日目：人に好かれる所作と嫌われる所作

講師：結木利奈 (㈱ｲﾝﾋﾞｼﾞﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝｽﾞ代表）

2/1～電話かfaxで申込み　先着25名
男女共同参画センター会議室（きゅりあん３階）

託児あり(1歳～就学前までのお子さん。事前申込制・先着)

※その他にもいろいろな講座を企画しています。『広報しながわ』や

品川区のホームページなどで広報していますのでご覧ください。

※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

１月4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。

■ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ講座　「外へ一歩出る前に」

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

　２月号では、昨年の秋に取り組まれた活動や情
報を掲載しています。大井第一地区では、児童生
徒から高齢者まで様々な活動をしていることご理
解ください。
　しかし、いずれも大切な内容なので、もっと早
くお伝えしたいのですが、原稿作成、校正、印
刷、配布等の手順を踏むとどうしてもこの時期に
なってしまいます。ご容赦ください。
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支え愛・ほっとステーション   ☎６４０４－６８７８ 

時 持 申 ￥ 会 

会 
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      品川区緊急通報システムのご案内 
   ～ 24時間365日の安心・安全のために ～ 
☆区内に住所がある65歳以上の一人暮らし又は、高齢者のみの 
世帯・日中や夜間独居の高齢者の方を対象に、機械による見守 
りを致します。    
詳細等、ご興味のある方は是非ご連絡ください。 
品川区社会福祉協議会 運営     担当）伊藤 梅田 

４ 古紙を配合した紙を使用しています
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