
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。

10回覧 21 3 4 8765

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

一本橋児童センター

FAX　   3771-6491

☎　 　 3776-4881
FAX　  3778-1263

☎ 　  3775-4352
FAX   3775-4352

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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1（月) おもちゃのひろば（未就学児対象）10:30～14:00 ※8日も実施
2（火) こあらクラブ（0歳児対象）10:30～11:15 ※9日、16日も実施

あそびたんてい団（小学生以上対象）16:00～17:00 ※9日、16日、23日、30日も実施
4（木)  ぱんだクラブ（1歳児対象）10:30～11:30 ※11日、18日も実施

フリートランポリン（小学生以上対象）16:15～17:00 ※11日も実施
5（金)     きりんクラブ（2歳児以上対象）10:30～11:30 ※12日、19日も実施
10（水) ママのためボディケア10:30～11:30 要申込み制

木育ひろば（乳幼児対象）10:30～12:00  ※17日も実施
12（金)       卓球道場（小学生以上対象）15:30～17:00 ※19日も実施
13（土) プラ電車天国NEXT（全年齢対象）10:30～12:00

20（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

22（月)     保健センター講座「夏の健康」（0.1歳児親子対象）10:30～11:30

乳幼児プール開放10:30～14:30 ※土日除く8月末日まで実施

24（水) 0歳児虫歯予防講座10:30～11:30 要申込み制

○サマーサマーフェスタ １3（土）16:00～19:00

ステージあり！模擬店あり！年に一度のセンターの夏まつりです。

○サマー赤ちゃんタイム（0歳児親子） 7/24～8/28 毎週水曜日 10:30～11:30

赤ちゃん親子の交流タイムです。登録は要りません。お気軽にどうぞ。

○乳幼児サン！サン！プール 7/23（火）～9/7（土） 10:30～15:00 2階テラス

ぎょう虫検査はいりません。天候・気温等の都合で中止になることがあります。

〇ティーンズタイム 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。

※詳細は滝王子児童センター7月のお知らせをご覧ください。

1（月） 「クラップ＠ママ」アーユルヴェーダーセルフオイルマッサージ（保護者）13:30～14:30

費用：無料 定員：先着20人（要予約電話可）

2（火） リユースマーケット（保護者）10:30～12:00 費用：無料 定員：なし

3（水） 親子のひろばたんぽぽクラブ（1歳児親子）10:30～11:30（10、17日）

4（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（11、18日）

スマイルベイビー（3～7ヵ月の親子）13:30～14:30

クラフトタイム「七夕工作」（3歳児～小中学生対象）15:30～16:30 費用：無料 定員：なし

5（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

Ｂ（7ヵ月～1歳児親子）11:00～11:45（12、19日）

体操クラブ（幼稚園児対象）15:00～16:00（12日）

6（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）

8（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

9（火） 親子体操（2～3歳児親子）10:30～11:30

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（19日）

10（水） みんなでスポーツ「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

16（火） 親子のひろばあおぞらクラブ（3歳児親子）10:30～11:30

17（水） クッキング（3歳児親子～小中学生）15:30～16:30

（内容は7月センターお知らせをご覧ください。)

22（月） ◎乳幼児プール開放（乳児～幼稚園児）7月22日～8月30日（土日祝除く）10:30～14:00

費用：無料 場所：一本橋児童センター屋上

25（木） リクエスト工作「スライム」（3歳児～小中学生）14:00～15:00 費用：無料

定員：なし（材料なくなり次第終了）

26（金） リクエスト工作「平面ルービックキューブ」（3歳児～小中学生）14:00～15:00 費用：無料

定員：なし（材料なくなり次第終了）



1 （月） 保護者会(1・2・3年)、避難訓練
2 （火） クラブ活動 ☎/FAX　 5718-1330

☎　  3772-3006 4 （木） 都学力調査(5年)、お肉情報館見学（6年）

FAX　3772-0271 5 （金） 保護者会(4・5・6年)、読み聞かせ
6 （土） 学年活動(1・3年)
8 （月） たてわり交流給食
9 （火） 山中会社　
10 （水） 租税教室(6年) ●休館日：日曜日、祝祭日
11 （木） たてわり清掃 ●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日
12 （金） 集会（打ち水） 12:00～16:00
16 （火） 部活体験（6年） ●マッサージサービス：25（木）実施
17 （水） 補習日 申込受付は毎月1日から第3水曜日迄です。
18 （木） 給食終了、大掃除（2校時）、水曜時程 抽選日17（水）
19 （金） 終業式、宿泊体験（4年）、安全指導/安全点検日
22 （月）～31（水） 夏季水泳指導
22 （月）～23（火） サマースクール、希望制個人面談

2 （火） 社会科見学(4年)

☎  　3771-5240 4 （木） 都児童生徒の学力向上のための調査(5年)

FAX　3771-5348 6 （土） 避難訓練
8 （月） 校外協力者の会
10 （水） フレンドタイム
19 （金） 終業式
22 （月）～31（水）夏季水泳指導

5 （金） セーフティ教室（7年）

☎　  3771-3374 6 （土） 土曜授業（公開）

FAX　3771-0944 19 （金） 終業式

☎ 3777-7151 FAX  3777-4970

●  3（水）、10（水）、17（水）、24（水）、31（水）　おはなし会　15:00～
● 11（木）　休館日（毎月第2木曜日）
● 13（土）　雑誌リサイクル（休館日の週の土曜日）
●

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570
午前：9:00～12:00　　午後：1:00～4:30

● マタニティクラス（母親学級） ※要予約
● 2（火）、23（火）、30（火） みつまたっこくらぶ ※要予約
● 25（木） みつまたふたごっこ ※要予約 ●
● 30（火） 母乳相談 ※要予約 第3週は手打ち蕎麦です。
● 30（火） 離乳食教室

一本橋保育園 　 3（水）、17（水）

滝王子保育園 保育体験 ☎/FAX 園庭開放（毎週）

☎/FAX 19（金） 保育園見学日 3775-4351 　12（金） 夏まつり　15：30頃より（予定）

3775-4861
大井倉田保育園 　1（月） プール開き

☎/FAX  12（金） 避難訓練

☎/FAX 3776-8539  17（水）

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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9（火）、16（火）、23（火）

※10時30分までにお越しください。

保育園

品川区社会福祉協議会運営

「フリースペース（居場所）」で活動できるボランティアさん大募集中！
毎週じゃなくても大丈夫！水曜の午後空いている方大歓迎♫

「ボランティアに興味はあるけど具体的にどういう事をするのか不安・・・」
　　　　「趣味のサークルや買い物などで忙しいけど、たまになら時間はある・・・」
　　　　　　　　　「人の話を聞くことが好き、誰かの役にたちたい・・・」
　　　　　　　➡ぜひ「大井第二支え愛・ほっとステーション」にお電話ください♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリースペースとは？
地域の皆様が気軽に集えて、お茶を飲みながらお話をする場所です。時間内に自由に
出入りでき、仲間づくりや悩みの相談、歌ったり体を動かしたりと自由に過ごせます。
オープンする日は未定ですが、ご興味のある方はぜひご連絡ください。お待ちしており
ます。
　　　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」
　　　　⇒4（木）、11（木）、18（木）、25（木）

　平成30年中の東京都内での「自転車盗」の
発生件数は35,394件に及びます。その内の4
割以上が自宅の敷地内から盗難に遭ってい
ます。また、盗難被害に遭った自転車の6割
近くが無施錠でした。自転車を停める際は必
ず施錠をしましょう。
　また、区役所や厚生労働省を騙った還付金
詐欺の電話が頻繁に掛かって来ています。
ＡＴＭで医療費などが還付されることはありま
せん。
　このような被害に遭わないために迷惑防止
機能付電話機の設置や留守電機能を有効に
活用し、犯人からの電話に出ない対策をお願
いします。

◎子育て体験（午前中昼食前まで、お子さんの年齢のクラ
ス保育を親子体験できます。）※事前予約

　2（火）

西大井保育園

第2～4
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フラダンス

映画会 午前

午後
15（月）　0、1、2あかちゃんおはなし会（毎月第3月曜日） 11：00～

午後


