荏原区民センター

※この情報は
2 月１3 日現在のものです

電話 3788-7939

■第 5 弾 柳家三之助の愉快な講演会
３/１１（日） 午後６時～７時まで 荏原区民センター レクホール
・品川区のまちの魅力 ・落語一席
事前申込制 定員：先着１３０名
※申込期間 ２/１３（火）～３/５（月） 無料
■おはなし会 プーさん ３/２４(土) 午前１１時～１１時３０まで
荏原区民センター 和室
・パネルシアター ・絵本読み聞かせ ・紙芝居 ほか
※幼児・小学校低学年向け 無料

編集・発行
荏原第二地域センター
電話 3782-2０００

荏原第二地域センター
電話 3782-2000

旗の台保育園

電話/ＦＡＸ 3784-1903

■ひなまつり ３/２（金） 10：00～10:45 各クラス・保育室
お子さんと同年齢のクラスにて、一緒にひなまつりの会に参加します。
※対象年齢は０才児・１才児です。
（各クラス親子一組）
費用はかかりません。
受付時間は利用日の３日前までの 14：00～17：00 です。

清水台小学校

旗の台文化センター
電話 3786-5191
今月号のお知らせはございません。

第二延山小学校

電話 3781-4841

■学校公開 （卒業おめでとう集会） ３/３（土） 8：25～11：55 校庭・体育館
３・４校時には６年生に感謝の気持ちを込めて、全校児童で「卒業おめでとう集会」を行います。卒業生一人一
人に、下級生がメッセージを送るなど、本校ならではの心温まる集会です。保護者や地域の方も参観可能です。
■第６４回卒業式 ３/２２（木） 10：00 開式 体育館
卒業生が、希望をもって清水台小学校を旅立てるように立派な卒業式にしていきたいと思います。清水台小学校
は全学年が卒業式に参加します。
■修了式 ３/２３（金） 8：20～8：35 体育館
学年修了の喜びとともに、児童が進級に向けて意欲がもてるように修了式を行います。

緊急通報システムのご案内
高齢者の方が、自宅内で急な体調不良などで倒れたり、SOS
を出したいときに、機器による安否確認や緊急通報を行い 24
時間 365 日の安心・安全を提供することを目的に品川区が設置
の補助を行っているサービスです。
生活リズムセンサー付
【利用対象者】
① ひとり暮らし高齢者
② 高齢者のみで構成される世帯
③ 日中独居高齢者世帯
＊介護保険の認定を受けている方は、お近くの在宅介
護支援センターが受付けます。
＊介護保険の認定を受けていない方、または認定を受
けているか不明な方は、下記連絡先までお気軽にお
問合わせください。
支え愛・ほっとステーション

今月号のお知らせはございません。

電話

03－6426－4110

電話 3781-1348

■６年生を送る会 ３/１（木） 11：30～12：10 アリーナ
全校児童で６年生の卒業をお祝いします。また、６年生との学校生活を振り返り、感謝の気持ちを表します。
■感謝の会 ３/２（金） 14：00～15：30 アリーナ
６年生が小学校生活を振り返り、お世話になった方々への感謝の気持ちを表します。参列した保護者、地域の
方々、教職員は、６年生の卒業をお祝いします。
■二延音楽隊 スプリングコンサート ３/３（土） 14：00～15：15 アリーナ
二延音楽隊が、一年間の成長を披露します。また、卒業する６年生部員をお祝いします。曲目は「風になりた
い」「上を向いて歩こう」他です。
■保護者会（低学年） ３/5（月） 15:00～16:00 各学年ブース
１年間の学習と生活を振り返り、成果と課題についてお話をします。
■薬物乱用防止教室（６年） ３/15（木） 9:30～12:10 ６年ブース
ゲストティーチャーによる授業を通じて、薬物乱用による害の恐ろしさを理解し、これからの生活において心
身を大切にしようとする意欲を高めます。
■保護者会（４・５年） ３/８（木） 15:00～16:00 各学年ブース
１年間の学習と生活を振り返り、成果と課題についてお話をします。
■インターネットマナー学習（６年） ３/１２（月） 9：30～12：10 各教室
人と人とが関わる上で守らなければいけないマナーや上手なコミュニケーションのとり方について考えます。
■卒業証書授与式 ３/２２（木） 10：00～11：30 アリーナ
小学校６年間の全課程を修了した児童に、卒業証書を授与します。卒業の喜びを味わわせ、進学への希望と意
欲をもたせます。
■修了式 ３/２３（金） 8：20～8：40 アリーナ
学年修了の喜びを児童が互いに祝い合います。一年間の学校生活を振り返り、進級に向けた自覚と意欲を培い
ます。
■春季休業日 ３/２６（月）～４/５（木）

清水台保育園
電話 3784-0519
今月号のお知らせはございません。

小山在宅介護支援センター
電話 5749-7288
今月号のお知らせはございません。

リサイクルショップ「リボン」旗の台店

電話 5498-7803

荏原消防署旗の台出張所

■再生自転車「売り出し」 ３/２２（木） 11：00～19：00 １Ｆ店頭
月１回の恒例の販売会です。
・ギア無 6,975 円（税込価格 防犯登録料含む）
・ギア付 8,975 円（税込価格 防犯登録料含む）
午前９時３０分より整理券配布。１人１台限定。
■「婦人・紳士靴」特集 「カジュアル紳士服」特集 ３/２２（木）～２６（月）
13：00～16：00 １Ｆカウンター
特別企画として委託品の大募集と販売会を開催します。
※期間中１人１回１０点まで。 予約不要。
■「１００円均一 処分セール」 毎週金曜日 11：00～19：00 １Ｆ店頭
衣料品・雑貨などすべて１００円で大処分します。

心身障害者福祉会館
■品川区手話講習会

障害者地域活動支援センター逢「あえる」

皆さんは火災現場で消防隊が放水しているのを見たことはありますか？消防車からホースを伸ばし放水を行
いますが、その水はどこから採っているかご存知でしょうか。池や川の水を使うこともありますが、大抵道路
上や歩道脇の消火栓や防火水槽を利用しています。
今年のように雪が積もると、雪で消火栓の場所が分からなくなることがあり、私たち消防職員は一刻も早く
活動をするため、消火栓が見えるように雪かきを行います。消防隊にとって消火栓は非常に重要な設備である
にも関わらず、違法に駐車された車両によって消火栓や防火水槽が使えなくなるといった事態が発生し、活動
に支障をきたすことがあります。消火栓や消防用防火水槽は周囲５ｍ以内の部分への駐車は法律でも禁止され
ておりますので、絶対に駐車しないでください。
電話 5750-4996 FAX 3782-3830

消防職員募集

●奉仕員養成講座
◎入門課程：学習経験の無い方で聴覚障害者とのコミュニケーション手段を学んでみたい方。
Ｈ３０年 6 月１１日開始（月３回・月曜日）全２０回

定員３０人（応募多数の場合抽選）

夜間クラス：午後 6 時４５分～8 時４５分

◎基礎課程：初級・入門課程修了者で、手話の日常会話を行うのに必要な手話表現技術を学んでみたい方。
Ｈ３０年 6 月１１日開始（月３回・月曜日）全２５回
午後クラス：午後１時半～３時半

ＦＡＸ03-3788-1478

消火栓に注目！～雪も大敵～

受講生募集

午前クラス：午前１０時～１２時

電話 03-3783-0119

定員３０人

夜間クラス：午後 6 時４５分～8 時４５分

首都東京は、日本の政治・経済・文化の中心として、また約１，３００万人の生活の場として、日夜稼働し
ています。また、都市構造や生活環境は急速に変化しており、これに伴って発生する災害は複雑多様化し新た
な課題が生じています。こうした状況下において消防では都民の皆様の安心・安全を守るため日夜様々な業務
に取り組んでいます。
皆さんは消防の仕事というと火を消すポンプ隊員か救急隊を思い浮かべる人が多いと思います。
消防の業務は多岐にわたっており、具体的には大きく分けて災害対応、火災予防、防火・防災対策、技術改
良等の業務があります。それぞれの業務が東京の街と都民を守るには欠かせない使命を担っており、人々の安
心・安全に貢献しています。
少しでも消防に興味が湧いた方は、以下の URL から詳しい業務の内容や採用情報を確認してみてください。
www.tfd.metro.tokyo.jp

●手話通訳者養成講座
◎通訳Ⅰ課程：手話で自分の考えや意見を十分に伝えられ、聴覚障害者の手話が理解でき、自由な会話が出来る方で、
手話通訳者を目指す方。
Ｈ３０年 6 月１４日開始（木曜日）全３２回

午後１時半～３時半

定員２５人（選考試験あり）

＊選考試験について
5 月１２日（土） ９時１５分集合

内容…表現・読取り

◎通訳Ⅱ課程：基本的な手話通訳を行え、なおかつ講習会終了後、品川区の登録手話通訳者として活動が可能な方。
Ｈ３０年 6 月１４日開始（木曜日） 全３２回

午後６時４５分～８時４５分

定員２０人（選考試験あり）

＊選考試験について
5 月１２日（土）１３時１５分集合

内容…表現・読取り・国語
～共通～

＊全クラス合同の開講式を６月２日（土）１０時より行う予定（会場未定）
＊申込み：下記にある募集要項をよく読み所定の申込用紙に必要事項を記入し、宛名を明記した返信用官製はがきを
同封し、下記へ郵送か持参。
（３/３０（金） 必着）
〒142-0064 旗の台 5-2-2 品川区立心身障害者福祉会館 TEL 5750-4996 FAX 3782-3830
＊受講料：無料（テキスト代のみ実費負担）
奉仕員養成講座：３０００円程度
手話通訳者養成講座：５０００円程度の他に開講後に別テキスト１５００円の購入予定あり
＊募集要項・申込み用紙の配布場所：心障会館、障害者福祉課、地域センター、文化センター、図書館等の窓口にて

旗の台児童センター

電話 3785-1280

■三世代交流事業「こみゅにてぃランチ」 ３/１（木） 旗の台児童センタークッキングルーム 10：30～12：30
悠々ボランティアの人たちが、おいしいランチを作ってくれます。みんなでワイワイランチを食べましょう。
対象）乳幼児親子
＊詳細はセンターのお知らせをご覧ください。
■ふれあいリーグ２０１８ ３/１０（土） 戸越体育館 10：00～16：00
児童センター・すまいるスクール合同卓球大会です。
対象）小学生～高校生
３/６（火）までにお近くの児童センターへ参加申し込みをしてください。
■観劇会 ３/１４（水） 旗の台児童センター 15：00～16：00
劇団マイムランドによる観劇「道化師からのおくりもの」
対象）幼児親子～小学生 定員）１００名 参加費）無料
申込方法）窓口にてチケット配布。
■キッズカフェ ３/１７（土） 旗の台児童センタークッキングルーム 14：00～16：00
クッキングクラブの子どもたちがケーキやお茶を用意します。
対象）乳幼児親子～小学生
＊詳細はセンターのお知らせをご覧ください。
■おもちゃで遊ぼう 毎週水曜日 旗の台児童センターホール 10：30～11：45
ボールプールやミニジャングルジムなどのおもちゃを使って楽しく遊びましょう！
対象）乳幼児親子 申し込み不要
■オー！あそびタイム 毎週水曜日 14：00～16：00 旗の台文化センタースポーツ室
広いスポーツ室で、バスケットボール、バトミントン、バレーボール、鬼ごっこなど思い切り体を動かして
遊べます。
対象）小中高校生 申し込み不要

