
４月号は、休刊となります。
※来校の際は上履き・下足入れをご持参ください。

卒業式　３月２２日（木）　修了式　３月２３日（金） 卒業式　３月２０日（火）　修了式　３月２３日（金）
入学式　４月　６日（金）　始業式　４月　６日（金） 入学式　４月　９日（月）　始業式　４月　６日（金）

鮫浜小学校 ☎ ３７６５－２８４４ 浜川中学校　　　　 ☎ ３７６１－１０１４
３月 １日 (木) 保護者会(１～５年) ３月 ３日 (土) 土曜授業

３日 (土) ６年生を送る会 ５日 (月) 卒業遠足　相談学級　スポーツ交流
７日 (水) お別れ会 ７日 (水) ９年生を送る会
８日 (木) お別れスポーツ大会(５・６年) ８日 (木) 生徒協議会

４月１２日 (木) １年生を迎える会 １０日 (土) ファイナンスパーク(８年)
１３日 (金) 保護者会 １３日 (火) 相談学級　卒業遠足
２３日 (月) 家庭訪問(～5/8） １９日 (月) 相談学級　卒業を祝う会

２２日 (木) 保護者会

立会小学校 ☎ ３４７４－３４２４
３月 １日 (木) 保護者会(高) 鈴ヶ森中学校　　　 ☎ ３７６５－２８４９

３日 (土) 二分の一成人式(高) ３月 １日 (木) 都立前期発表(９年)
５日 (月) 保護者会(低) ﾗﾝﾁﾙｰﾑ給食(８B)

１１日 (日) 金管バンド卒業コンサート会 体育館 ３日 (土) 土曜授業日　主張発表会(７年)
４月１３日 (金) １年生を迎える会 全校保護者会 鈴ヶ森コンサートリハーサル

２０日 (金) 離任式 ６日 (火) 都立後期・二次出願(９年)
７日 (水) 校外学習(９年)　ﾗﾝﾁﾙｰﾑ給食(８C)
９日 (金) 都立後期・二次入試(９年)

浜川小学校 ☎ ３７６１－０５３０ ９送会 　PTA総会
３月 １日 (木) 二分の一成人式(４年) １２日 (月) 避難訓練

２日 (金) 保護者会(１・２年５組) １４日 (水) 卒業式予行
３日 (土) 卒業を祝う会(６年) １５日 (木) 都立後期・二次発表(９年)
５日 (月) 委員会活動 ２２日 (木) 学年集会 大掃除 保護者会(７・８年)
８日 (木) 避難訓練 ２４日 (土) 鈴ヶ森コンサート

１２日 (月) クラブ活動 ２６日 (月) 新入生入学前指導(午前)
４月１６日 (月) 対面式 ４月１３日 (金) 保護者会(８・９年)

２０日 (金) 避難訓練 １６日 (月) 家庭訪問(～２５日)
２１日 (土) 学校公開 ２１日 (土) 土曜授業日
２４日 (火) 遠足(４年) ２６日 (木) 避難訓練
２７日 （金） 遠足(２年） ２７日 (金) 離任式

鈴ヶ森小学校 ☎ ３７６３－６６３１ 南大井図書館　　 ☎ ３７６１－６７８０
３月 １日 (木) 保護者会(１～３年) ・毎週水曜おはなし会 15:00～、15:30～

３日 (土) ６年生を送る会 （同じプログラムを２回実施しています）
７日 (水) 感謝の会(６年) 会 体育館 ３月 ８日 (木) 休館日

２４日 (土) 鈴ヶ森コンサート 会 鈴ヶ森中学校 １０日 (土) 雑誌リサイクル 時 9:00～
４月１２日 (木) 保護者会(上) 時 14:00～ ４月１２日 (木) 休館日

１６日 (月) 保護者会(下) 時 14:00～ １４日 (土) 雑誌リサイクル（予定）時 9:00～
１８日 (水) 交通安全教室(１年) ※予定は変更になる可能性がございます

開館時間月曜日～土曜日 時 9:00～20:00
各校共通　4/17(火)全国学力状況調査 日曜日・祝日 時 9:00～19:00

4/19(木)区学力定着度調査(２～６年) 日曜日・祝日 時 9:00～19:00

※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

南大井文化センター ☎ ３７６４－６５１１ ２月１日現在のものです。
３月１４日 (水) 民生委員協議会 その後、変更等が生じる場合があります。

１５日 (木) 高齢者懇談会
　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用時 持 申 ￥ 会 

３



3・４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　　　
３月 ６日 (火) 身体測定(４・５歳児) ☎ ３４７１－１０７０

７日 (水) 身体測定(３歳児) ３月 ７日 (水) ガラス工芸 対象:小学３年以上

８日 (木) 身体測定(２歳児) 時 14:00～14:45　2名
９日 (金) 身体測定(１歳児) 15:00～15:45　2名

１７日 (土) 卒園式 持 ガラス製のビン、コップなど1個
１７日 (土) スプリングライブ 対象:どなたでも

東大井保育園　　　　　　　 ☎ ３４７１－１１９０ ･児童センターで活動しているバンドのライブです

３月 ３日 (土) ひな祭り 　　 時 14:00～16:00(予定)
７日 (水) 身体測定(乳児)
８日 (木) 身体測定(幼児) 南大井児童センター ☎ ３７６１－４１４８

４月１２日 (木) 身体測定(乳児) ３月 ３日 (土) ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾟﾗﾚｰﾙ 対象：幼児親子
１３日 (金) 身体測定(幼児) 時 10:30～12:00

持 持っている人は自分の電車
南大井保育園 ☎ ３７６１－６５４３ １０日 (土) 神谷先生の「親子で体操あそび｣
３月 ３日 (土) 卒園式 時 10:00～11:30 対象:幼児親子

５日 (月) 身体測定(幼児) 申 2/26(月)より電話可　先着20組程度
８日 (木) 身体測定(乳児) １６日 (金) りゅうちゃん★あそびうたコンサート

１４日 (水) 避難訓練 時 10:30～11:30 対象:乳幼児親子
１６日 (金) 園外活動(５歳児) 会 水神児童センター
２３日 (金) 移行式 申 3/1(木)より電話可

２４日 (土) わくわくブーブのわくわくパフォーマンス
水神保育園 ☎ ３７６１－０３２１ 時 15:00～16:00 対象:全世代
３月 ２日 (金) ひなまつりの集い 申 3/10(土)より電話可

５日 (月) 身体測定(０・３・４・５歳児)
７日 (水) 身体測定(１・２歳児) 水神児童センター ☎ ３７６８－２０２７

１０日 (土) 卒園式 ３月 ２日 (金) 親子プレイパーク 対象:０歳児親子
１３日 (火) 避難訓練 10:30～11:30 20名程度
１５日 (木) 園外活動(３歳児) ５日 (月) ﾌﾟﾚﾏﾏ・ﾌﾟﾁﾏﾏﾀｳﾝ3　～ヨガ～
１６日 (金) 園外活動(５歳児) 10:30～12:00

対象:妊婦10名、0歳児親子10組
浜川幼稚園 ☎ ３７６１－６３９５ １６日 (金) りゅうちゃんの★あそびうたコンサート
３月 ２日 (金) 親子お別れ会 時 10:30～11:30 対象:乳幼児親子

５日 (月) 年長児・年少児お別れ会 申 3/1～受付にて
７日 (水) ３月誕生会 １７日 (土) ★Spring on Stage★

１３日 (火) 年長組学級懇談会 一輪車クラブ・ダンスクラブ発表
１６日 (金) 修了式 時 14:00～16:00
１９日 (月) 年少学級懇談会 時 12:30～13:30 ２３日 (金) わくわくブーブのわくわくパフォーマンス
２３日 (金) 終業式 時 15:00～16:00 対象:全世代

　　時間　　　持ち物　　 会場　　　申込方法　　　費用

　振り返ればよくあの極寒を乗りきってこられた
な、と思います。そろそろタイツぐらいは脱ぎま
しょうか。
　いやいや、まだ油断はできません。季節の変わ
り目が一番体調を崩しやすいと言われています。
新年度に向け、万全であるよう、気持ちを引き締
めたいと思います。
　読者の皆様におかれましても、お身体にはくれ
ぐれもご留意いただきますよう。

時 

時 

  支え愛・ほっとステーション   ☎６４０４－６８７８ 

時 持 申 ￥ 会 

事業のご案内に伺います 
 支え愛・ほっとステーションは地域の皆さまの「ちから」

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。どんなことしている所か、ご案内に伺いま

すので、5～10名程度集まる機会がありましたらお声かけ

ください。  

 3月10日（土）～11日（日）南大井文化センターで行われ

る「文化センターまつり」に参加します。また町会や自治

会等のイベントなどにも、お声かけいただければご案内

に伺います。 

 

※詳細は各児童センターに 
  お問い合わせください。 

４ 古紙を配合した紙を使用しています。


