
2019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

☎ 　  3775-4352
FAX   3775-4352

10回覧 21 3 4 8765
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。
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児 童 セ ン タ ー

☎　　 　3771-3885
滝 王 子 児 童 セ ン タ ー

FAX　　 3771-6491

大 井 倉 田 児 童 セ ン タ ー

一 本 橋 児 童 セ ン タ ー

 ○サマーサマーフェスタ実行委員会   19（水）26（水） 16:00～17：00 

      7月13日（土）開催の滝王子夏まつり「サマーサマーフェスタ」の準備がスタートします。 

   お店屋さんやイベントスタッフをやりたい人、あつまれ！ ※小学校3年生から 

 ○パパとベビーマッサージ   22（土） 10：30～11：30 

   7ヶ月までの乳児とパパ（ママ同伴可） ※申し込みが必要です。（先着15組） 

 ○トランポリンのつどい （幼児親子・小・中・高校生対象）  

    毎週火曜日15：30～17：30  申込み不要 

 ○チャレンジ！スラックライン （幼児親子・小・中・高校生対象） 

    第１日曜日14：00～16：00   第3水曜日16：00～18：00 申込み不要 

 ○ティーンズタイム 毎週火・水曜日     中高生は19:00まで利用できます。 

    いろいろなスポーツを楽しむ企画も随時開催中。 

 ○親子のひろば     

    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）  木曜日 

     のびのびクラブ（1歳児） 金曜日 

   ぐんぐんクラブ（2歳児～入園） 火曜日 

   ※時間はいずれも10：30～11：30  クラス分けの月齢は、平成31年4月2日現在 

    ※詳細は滝王子児童センター6月号のお知らせをご覧ください。 

  

    １（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）14:00～15:00（毎週） 

    5（水）     親子のひろばたんぽぽクラブ（1歳児親子）10:30～11：30（毎週） 

   6（木）     親子のひろばおひさまクラブ（2歳児以上親子）10:30～11：30（毎週） 

             スマイルベイビー（3～7ヵ月の親子）13:30～14:30（20日） 

  7（金）     親子のひろばすくすくクラブＡ（3～6ヵ月の親子）10:00～10：45 

                                      クラブＢ（7ヵ月～1歳児親子）11:00～11：45（14、21日） 

                            体操クラブ（幼稚園児対象）15：00～16：00（毎週）  

  10（月）     クラップ＠ベイビー(8ヶ月～1歳児親子）(ハイハイ）10：00～10：45 

                                       (あんよ）11:00～12:00（24日） 

 11（火）     親子体操（2～3歳児親子）10:30～11:30（25日） 

             ウクレレタイム（3歳児～保護者）13：30～14：30 費用：無料 定員：なし（28日） 

   13（木）            父の日工作（3歳児～小中学生）15:30～16:30  

                            費用：無料 定員：なし（材料なくなり次第終了） 

 17（月）            親子のひろばあおぞらクラブ（3歳児親子）10:30～11：30   

 19（水）         みんなでスポーツ「第12回卓球トーナメント大会」（小中学生）15：30～16：30 

                            費用：無料 定員：なし 

 26（水）       クラフトタイム（乳幼児親子）10：30～11：30 費用：無料 定員：なし   

            クッキング（3歳児親子～小中学生）15:30～16:30 

                               （内容は6月センターお知らせをご覧ください）  

  28（金）          ベビーマッサージ（3～8ヶ月の乳幼児親子）11：00～12：00  

                            費用：無料 定員：先着18組（要予約電話可） 

   
       3(月)       おもちゃのひろば（未就学児対象）10：30～14：00 ※10、17、24日も実施 

       4(火)        こあらクラブ（0歳児対象）10:30～11:15 ※11、18、25日も実施 
                 あそびたんてい団(小学生以上対象)16:00～17:00 ※11日、18日、25日も実施 
       6(木)        ぱんだクラブ（1歳児対象）10:30～11:30 ※13日、20日、27日も実施 
    7(金）        きりんクラブ（2、3歳児対象）10：30～11:30 ※14、21、28日も実施 
          卓球道場（小学生以上対象）15：30～17：00 ※21日も実施 
    8(土)     プラ電車天国NEXT（全年齢対象）10：00～12：00 ※22日も実施  
  15(土)     家族であそBOU！（乳幼児親子対象）10：00～12：00 

                みんなDEあそび隊（小学生以上対象）14：00～15：00 

    29（土)         ◎くらたKid’sまつり（乳幼児親子対象）10：30～14：30 

 



☎/FAX　 5718-1330
☎　  3772-3006 1 （土） 運動会

FAX　3772-0271 2 （日） 運動会予備日
3 （月） 振替休日
4 （火） 安全指導/安全点検日、クラブ
6 （木） 遠足（1年生）
7 （金） 避難訓練、集会（会社発表） ●休館日：日曜日、祝祭日

10 （月）～14（金） 家庭訪問 ●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日
10 （月） 50m走・ソフト投げ測定（西大井広場） 12:00～16:00
14 （金） いきいき茶道（3年生）、集会 ●マッサージサービス：
15 （土） 集団下校（3校時） 抽選日：19（水） 実施日：27日（木）
17 （月） 集会（水泳事前指導）
18 （火）～20（木） 読み聞かせ週間
18 （火） 山中会社
19 （水） 水泳指導始 午前 午後
20 （木）～26（水） アトレ展 午後
20 （木） たてわり清掃 午前 午後
24 （月） 遠足（6年生） 午後
25 （火） クラブ 午前 午後
26 （水） 生け花 午後
27 （木） たてわり清掃 午後
28 （金） 水道キャラバン 午後

大井第一小学校 午後
☎  　3771-5240 1 （土） 運動会 午前 午後
FAX　3771-5348 3 （月） 振替休業日 午前

6 （木） 遠足（6年生） 午後
7 （金） 委員会活動 午後

11 （火） 遠足（5年生） 午前
13 （木）～14（金） スポーツテスト 午後
15 （土） 土曜授業日 午前
17 （月） 水泳指導始 午前
18 （火） こころの劇場観劇（6年生） 午前
24 （月） 保護者会（2・4・6年） 午前
27 （木） 保護者会（1・3・5年） 午後

午前
☎　  3771-3374 1 （土） 土曜授業 午前
FAX　3771-0944 7 （金） 4年セーフティ教室   午前：9:00～12:00　　午後：1:00～4:30

15 （土） 土曜授業（公開）
16 （日） 開校記念日

☎ 3777-7151 FAX  3777-4970
●  5（水）、12（水）、19（水）、26（水） 15：00～ おはなし会
● 13(木）（毎月第2木曜日） 休館日
● 15(土）（休館日の週の土曜日） 雑誌リサイクル　　 ● 毎週金曜日はふれあいランチ
● 17（月)（毎月第3月曜日） 11：00～ 0、1、2あかちゃんおはなし会 　

● 6月28日（金）第46回民舞民謡大会

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570 （きゅりあん）
●11（火）、18（火）、25（火） みつまたっこくらぶ ※要予約
●25(火) 離乳食教室 ※10時30分までにお越しください。

●20(木) みつまたふたごっこ ※要予約

滝王子保育園 4 （火） 見学日 一本橋保育園    5（水）、19（水） 保育体験

☎/FAX 7 （金） 保育園の給食を知ろう会 ☎/FAX 　 6（木）、20（木）、27（木） 10：00～11：00 園庭開放

3775-4861 20 （木） 保育体験 3775-4351

大井倉田保育園 11 （火） 避難訓練 特にありません

☎/FAX 19 （水） ◎子育て体験 ☎/FAX 

3776-8539 27 （木）～28（金） 夏まつり 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

◎子育て体験は午前中の昼食前ま
で、お子さんの年齢のクラスで親子
一緒に保育を体験していただきます。
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          　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　品川区社会福祉協議会運営

　　　                  身近なふくしの相談窓口からのご案内

   地域センターの中に「高齢者のふくしの相談窓口」を開設しています。どうぞお気軽に
ご相談ください。
★ほっとサービス…腰が痛いので代わりに買い物してほしい、など日常の困りごとを
地域ボランティアさんがお手伝いします（30分200円）
★緊急通報システム…もしもの時に備えて、機械で24時間見守り
★定期電話・定期訪問…ご希望の日時に合わせて、ほっとステーションの職員からの電
話による安否確認や地域ボランティアさんによる訪問を行います（無料）
★どこに相談していいのかわからないことがあったら、お電話ください
「支え愛・ほっとステーション」　☎　０３－５７２８－９０９３

●6（木）、13（木）、20（木）、27（木）（毎週木曜）　　　大井３丁目ゆうゆうプラザ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  フリースペース「よりみち・やまなか」
　

学校
山 中 小 学 校

西大井保育園

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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土

　
　バイクのメットホルダー内などからバッグなどが
盗まれる被害（車上狙い）が発生しています。短
時間であっても、バイクにエンジンキーをつけた
まま、離れないでください。
　5月から年号が「令和」になりましたが、年号変
更に伴う「改元詐欺」が発生しています。年号の
改元でキャッシュカードを交換することはありませ
ん。
　また、震災などの調査とか、アンケートと称して
「自宅にいくらお金を置いていますか？」と尋ねる
電話が掛かってきています。口座や預金高など
個人情報を聞くような電話には応えること無く、す
ぐに電話を切って、警察に通報してください。
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【時間はグループによって多少違います。】
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※申込受付は毎月1日から第3水曜日迄です。
　　1月、8月を除く毎月第4木曜日に実施します。

西大井いきいきセンター

●グループ活動

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グループ活動に参加したい方は活動日に

来て、グループの代表者にご相談ください。 


