
            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

21

大井倉田児童センター

児童センター

☎　　 　3771-3885
滝王子児童センター

FAX　　 3771-6491

回覧
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。

943

一本橋児童センター

65 1087

2（月） おもちゃのひろば（未就学児対象） 10：30～14：00  ※9日、30日も実施
3（火） こあらクラブ（0歳児対象）10：30～11：15 ※10日、17日、24日も実施

うさぎクラブ（H31.4月以降生まれ対象）14：00～15：15 ※10日、17日、24日も実施
あそびたんてい団（小学生以上対象）16：00～17：00 ※10日、17日、24日も実施

4（水） 木育ひろば（乳幼児対象）10：30～12：00  ※11日、18日、25日も実施
5（木） ぱんだクラブ（1歳児対象）10：30～11：30 ※12日、19日、26日も実施

フリートランポリン（小学生以上対象） 16：15～17：00  ※12日、19日も実施
6（金） きりんクラブ（2歳児以上対象）10：30～11：30 ※13日、20日、27日も実施
11（水） 卒乳のはなし（乳幼児保護者対象）10：30～11：30
13（金） 卓球道場（小学生以上対象）15：30～17：00
14（土） プラ電車天国NEXT（全年齢対象）10：30～12：00 ※28日も実施
21（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
25（水） 1歳からの奥歯磨き講座（0、1歳児対象） 10：30～11：30 要申込み制

●親子のひろば 親子で遊びを楽しみ、子育ての仲間をつくりましょう。（登録随時受付）

※「はいはいクラブ」（0歳児）がスタートします。

平成31年4月2日以降生まれのお子さんと保護者を対象としたクラブです。

毎週水曜日 10：30～11：30

第1回 9/11 説明と登録手続きを行います。

継続中のクラブ 2学期のスタートは…

よちよちクラブ（平成31年4月1日までに生まれた0歳児） 9/12（木）

のびのびクラブ（1歳児） 9/13（金）

ぐんぐんクラブ（2歳児以上 入園前） 9/10（火）

●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。

※詳細は、滝王子児童センター9月のお知らせをご覧ください。

2（月） 親子のひろばあおぞらクラブ（3歳児親子）10：30～11：30

4（水） 親子のひろばたんぽぽクラブ（1歳児親子）10：30～11：30（11日、25日）

5（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（19日）

6（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（13日、27日）

体操クラブ（幼稚園児対象）登録会15：00～

7(土） 親子で遊ぼう！（乳幼児親子）10：00～15：00（14日、21日）

卓球タイム（小中高生）14：00～15：00（毎週）

9（月） クラップ＠ベイビー（8ヵ月～1歳児親子）（ハイハイ）10：00～10：45（あんよ）11：00～12：00（30日）

10（火） 親子体操（2～3歳児親子）10：30～11：30（24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（27日）

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

敬老の日工作（3歳児～小中学生）15：30～16：30 費用：無料、定員：なし（材料がなくなり次第終了）

13（金） 体操クラブ（幼稚園児親子）15：00～16：00（20日、27日）

17（火） ピカソ☆キッズ造形あそび（2歳児以上親子～小中学生）15：30～16：30 費用：無料、定員：先着10人

18（水） 「遊び食べ対策講座」（乳幼児親子）10：30～11：30 費用：無料、定員：先着20人（予約電話受付中）

20（金） ベビーマッサージ（乳幼児3～8ヵ月）10：30～11：30 費用：無料、定員：先着18組（予約電話受付中）

25（水） クッキング（3歳児親子～小中学生）15：30～16：30 実費がかかります

（詳細は９月センターお知らせをご覧ください）

28（土） ◎「親子のひろば うんどうかい」（近隣にお住まいのご家族）10：30～11：45 費用：無料、定員：なし



2 （月） 始業式
3 （火） 給食始、クラブ ☎/FAX　 5718-1330

☎　  3772-3006 3 （火）～5（木） 夏休み作品展
FAX　3772-0271 4 （水） セーフティ教室

5 （木） 保護者会（全学年）、たてわり清掃
7 （土） 防災引取訓練
10 （火） 山中会社
12 （木） 東京グローバルゲートウェイ（4年） ●休館日：日曜日、祝祭日

水泳記録会（6年） 敬老の日（16日）は開館、17日（火）は休館します。
13 （金） 水泳指導終 ●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日
18 （水）～20（金）日光移動教室（6年） 12：00～16：00
21 （土） 大井のぞみ保育園運動会 敬老の日（16日）は実施、18日（水）は中止します。
24 （火） クラブ ●マッサージサービス：26（木）実施
25 （水） 補習日 　　申込受付は毎月1日から第3火曜日迄です。
26 （木） たてわり清掃、アトレ展（10月2日まで） 　　抽選日18（水）
27 （金） 一本橋保育園と交流（1年）、集会
28 （土） アトレ大井町保育園運動会

2 （月） 始業式
☎  　3771-5240 5 （木） 避難訓練
FAX　3771-5348 7 （土） 安全指導日、自転車安全教室（3年）

9 （月）～11（水） 移動教室（6年）
12 （木） フレンドタイム
13 （金） 水泳指導終
17 （火）　保護者会（1・3・5年）
19 （木） 保護者会（2・4・6年）
26 （木） 遠足（3・4年）

2 （月） 始業式
☎　  3771-3374 7 （土） 学校公開（午前授業）
FAX　3771-0944 20 （金） 保護者会（1～8年、ひまわり組）

27 （金） 保護者会（6組）

☎ 3777-7151 FAX  3777-4970
※大井図書館は9/2～11/29　改修工事を行います。通常通り開館しますが、
トイレ、冷水機、児童コーナーの一部の利用はできません。

●  3（火）、11（水）、18（水）、25（水）15：00～おはなし会　※滝王子児童センターで実施
● 12（木）（毎月第2木曜日） 　休館日
● 14（土）（休館日後の土曜日）　雑誌リサイクル 　  午前　9：00～12：00　　　午後1：00～4：30

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

※滝王子児童センターで実施
● 24（火）～27（金）は、

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570 シルバーパス発行会場となっています。
● 10（火）、17（火）、24（火） みつまたっこくらぶ ※要予約 ● 毎週金曜日 ふれあいランチ（毎食500円）
● 19（木） みつまたふたごっこ ※要予約 第3週は、手打ち蕎麦です。

● 25（水） 離乳食教室 ※10時30分までにお越しください。 ●避暑シェルター（麦茶）サービス実施中です。

西大井保育園   7（土） 保育園給食を知ろう会

滝王子保育園  12（木）保育園見学日 ☎/FAX 

☎/FAX 3774-5315

3775-4861 大井倉田保育園 　2（月） 避難訓練

一本橋保育園  4（水）、18（水） 保育体験 ☎/FAX  13（金） こすもすの会（敬老会）

☎/FAX  5日、12日、19日、26日　園庭開放（毎週木曜日） 3776-8539  18（水） ◎子育て体験（午前中　要電話予約）

3775-4351 28（土） 食育保護者会 　  28（土） 保護者会

支え愛・ほっとステーション ☎5728-9093　 FAX　3772-2076　 大井警察署 ☎ 3778-0110

　“ほっとサービス”は、日常生活の中でちょっとした困りごと（腰が痛くて買い物に行

けない！電球が切れたけれど交換できない！薬を代わりに受け取って来てほしい！

・・・等）に、ボランティアさんが30分200円でお手伝いしてくれるサービスです。まず

山 中 小 学 校

●グループ活動

は電話でお問い合わせください。対象は高齢者、障害者になります。

“ほっとサービス”のご案内

                                                         品川区社会福祉協議会運営

～ちょっとした「困った！」を・・・お手伝いします！～

●5（木）、12（木）、19（木）、26（木）

　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」

※事務所荒し被害の発生！！
    西大井一丁目で窃盗（事務所荒し）の被害が発
 生 し、現金などが盗まれました。犯人は当署捜査
 員が既に逮捕しましたが、補助錠の取り付けや防
 犯性能の高い建物部品（窓ガラス等）への交換を
 検討しましょう。 また、敷地内の環境整備や防犯
 カメラ、センサーライト等の設置も防犯対策には
 効果があります。
※ドローンの無許可飛行禁止！！
　 都内では、原則として許可無しに、ほぼ全ての地
 域でドローンを飛ばすことはできません。
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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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