
2018年　大井第二地域センター発行　☎ 3772-2000　FAX：3772-2076

※時間・対象・費用等の詳細につきましては各児童センターまでお問い合わせ下さい。

☎　 　 3776-4881
FAX　  3778-1263

一本橋児童センター
☎ 　  3775-4352
FAX   3775-4352

10
詳細は各施設にお問い合わせくだ
さい。内容は変更になる場合があり
ます。裏面もご覧ください。

9

児童センター

☎　　 　3771-3885
滝王子児童センター

大井倉田児童センター

FAX　　 3771-6491

回覧 21 3 4 8765

買物のついでに

通院のかえりに

ちょっとよりみち

○親子のひろば

新年度の活動が4月からスタートします。

季節の行事や遊びを通じて親子でふれあい、子育ての仲間をつくりましょう。

よちよちクラブ（0歳児） 4/12（木）～

のびのびクラブ（1歳児） 4/13（金）～

ぐんぐんクラブ（2歳児以上 入園前） 4/10（火）～

※時間はいずれも10：30～11：30

初回に説明会と登録手続きを行います。

クラス分けの月齢は、平成30年4月2日時点のものです。

☆滝王子児童センター・大井図書館で、12月から行っていた工事が終了しました。

これまで長い間、ご不便をおかけしました。

ホール・屋上・テラスもすべて開放となり、運動遊びも幅広く行える環境が整い、外観もきれい

になりました。

ちょっぴり新しくなった滝王子児童センターに、ぜひ遊びにきてください。

2（月） 春休みルンルンウィーク2日（月）～5日(木）14:00～16:00（3歳児～小中学生）基地づくり

6（金） 一輪車タイム（小中学生）15：30～16：30（毎週）

7（土) 親子で遊ぼう(乳幼児親子）10:00～15:00（毎週）

卓球タイム（小中高生）15:00～16:00（毎週）

9（月） ◎進級・進学おめでとう週間（小中学生）15:30～16:30「屋上あそび」（13日）

10（火） ◎進級・進学おめでとう週間（小中学生）15:30～16:30「プラバン工作」（14日）

11（水） ◎進級・進学おめでとう週間（小中学生）15:30～16:30「なりきり変身グッズ作り」(12日）

18（水） 親子のひろばたんぽぽクラブ登録会（1歳児親子）10:30～

19（木） 親子のひろばおひさまクラブ登録会（2歳児以上親子）10:30～

20（金） 親子のひろばすくすくクラブＡ登録会（3～6ヵ月の親子）10:00～

Ｂ登録会（7ヵ月～1歳児親子）11:00～

25（水） たんぽぽクラブ（1歳児親子）10:30～11:30

26（木） おひさまクラブ（2歳児以上親子）10:30～11:30

27（金） すくすくクラブＡ（3～6ヵ月の親子）10:00～10:45/Ｂ（7ヵ月～1歳児親子）11:00～11:45

4（水） 七輪でつながるわっ！no.2（全年齢対象）13：30～15：00
9（月） おもちゃのひろば（未就学児対象）10:30～11：45 ※23日も実施
10（火)    こあらクラブ(0歳児対象）10:30～11：15 ※17、24日も実施
12（木)    ぱんだクラブ(1歳児対象)木曜日10:30～11:30 ※19、26日も実施
13（金) きりんクラブ(2歳児以上対象）10:30～11:30 ※20日、27日も実施
14（土） プラ電車天国（全年齢対象）10：00～12：00 ※28日も実施

やまなか

どなたでもご

自由に入れる

憩いの場

ちょっとした

相談事も

できます

おしゃべりした

りお茶を飲んだ

り気軽に集まれ

る場所

【問合先】支え愛・ほっとステーション
大井第二地域センター内（大井2-27-20）
 ０３－５７２８－９０９３



6 （金） 始業式、入学式 ☎/FAX　 5718-1330
☎　  3772-3006 9 （月） 給食始

FAX　3772-0271 10 （火） 保護者会①
13 （金） 保護者会②
17 （火） 全国学力調査6年
19 （木） 区学力調査2年～6年
24 （火） クラブ活動 ●休館日：日曜日、祝祭日
25 （水） 1年生を迎える会 ●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日
26 （木） 遠足4年 12:00～16:00
27 （金） 離任式 ●マッサージサービス：26（木）実施

申込受付は毎月1日から第3火曜日迄です。
5 （木） 春季休業日終 抽選日18（水）

☎  　3771-5240 6 （金） 入学式、始業式

FAX　3771-5348 9 （月） 保護者会（5，6年）
10 （火） 保護者会（3，4年）
12 （木） 保護者会（1，2年）
13 （金） 避難訓練
17 （火） 全国学力学習状況調査(6年）
19 （木） 品川区学力定着度調査（2～6年）
21 （土） 土曜公開授業、安全指導日
23 （月）～27（金） 家庭訪問

9 （月） 入学式（1年）、後期課程始業式（7年）

☎　  3771-3374
FAX　3771-0944

☎　　3777-7151
FAX  3777-4970

●おはなし会    4（水）、11（水）、25（水） 15:00～
●休館日 　　 12（木）（毎月第2木曜日）
●雑誌リサイクル　　 14（土）（毎月第2土曜日）
●春の子ども読書の日おはなし会18（水） 15：00～
●おいでよ赤ちゃん！おはなし会 23（月） 11：00～

午前：9:00～12:00　　午後：1:00～4:30

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570
●ふれあいランチ

●17（火）、24（火） みつまたっこくらぶ ※要予約 　 500円ランチ（30食限定）
●17(火) 離乳食教室 ※10時30分までにお越しください。 第2・3・4金曜日　11：30～
●19(木) みつまたふたごっこ ※要予約 （第3週は手打ち蕎麦）

特にありません

滝王子保育園 特にありません ☎/FAX 
☎/FAX 3775-4351

3775-4861

大井倉田保育園  13（金） 避難訓練

特にありません ☎/FAX  20（金） はじめましての会

☎/FAX 3776-8539  27（金） 子どもの日の集い

3774-5315

支え愛・ほっとステーション ☎5728-9093　 FAX　3772-2076　 大井警察署 ☎ 3778-0110
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ご利用できる方は、区内在住の60歳
以上で利用券をお持ちの方。
初めて利用される方は、住所と生年月日
が確認できるものをお持ちください。利用
券をお作りします。
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大井第一小学校

大井図書館

大井保健センター

　　　　　　　　品川区社会福祉協議会運営
見守りサポーター養成講座のご案内　～あったか　見守りの　わ！

お隣近所で、「最近見かけなくなった」「昼夜関係なく電気が点いているのに人の
気配がしない」「物忘れが心配な方がいる」などの気づきについて学び、皆さんと安
心して暮らせる地域作りをしたいと思います。支え愛では「見守り」について出前講
座をしています。少人数でも集まる機会にお声かけください。
　時　間：20分～30分程度(時間は相談の上)／費用：無料
 ＊町会や高齢者クラブ、サークル、学校、PTA、マンションの集会や勉強会など、そ
の他の集まりでもお伺いさせていただきます。（日程はご相談で）

　自転車は通勤や通学、買い物等で手軽に
使用できる便利な乗り物ですが、路上に放置
したり、施錠をせず停めたままにしていると簡
単に盗まれてしまいます。自転車盗は他の
窃盗犯と比較すると軽く捉えられがちです
が、停めたはずの自転車が盗難に遭えば日
常生活に大きな支障があります。
　駐輪する際は、短時間であっても必ず施錠
しましょう。
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【時間はグループによって多少違います。】


