
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

回覧 21 3 4 8765 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。
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大井倉田児童セン ター

一 本橋児童 セ ン タ ー

児童センター

☎　　 　3771-3885
滝 王 子児童 セ ン タ ー

FAX　　 3771-6491

1(金) きりんクラブ（2.3歳児対象）10：30～11：30 ※8日、15日、22日、29日も実施

◎スラックライン（全年齢対象）16：00～17：00 ※22日も実施

5(火)  こあらクラブ（0歳児対象）10：30～11：15

うさぎクラブ（H31年度以降生まれ）13：30～14：15

6(水)    木育ひろば（乳幼児対象）10：30～11：30 ※13日、20日、27日も実施

7(木)      ぱんだクラブ（1歳児対象）10：30～11：30

9(土) ◎えこえこもくもくまつり（全年齢対象）13：30～16：30

11(月) おもちゃのひろば（未就学児対象）10：30～14：00 ※18日、25日も実施

13(水)      保健センター連携講座「環境アレルギーについて」（乳幼児親子対象）10：30～11：30

15(金) 卓球道場（小学生以上対象）15：30～17：00

16(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

●リユースマーケット 14（木） 11：00～

不要になった乳幼児の衣類・おもちゃ・日用品などの再利用。資源を活用しましょう。リユース品受付中

●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（対象によって、時間がわかれます。） 申込み不要

靴下・ズボンで来てください。

●卓球タイム （小・中・高校生対象）

毎週金曜日16：00～17：30 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）

（日）14：00～16：00 / （水）16：00～18：00 それぞれ月1回程度 不定期

●スラックライン ライドオンフェス（品川区児童センター合同行事）

30（土） 13：30～17：00

スラックライン競技会のほか、スラックライン、エアトランポリンの体験もできます。

競技会参加者のみ、事前申し込みが必要です。

●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。

1（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（15日、22日）

体操クラブ（幼稚園児親子）15：00～16：00（8日、15日）

2（土） 親子で遊ぼう！(乳幼児親子）10:00～15:00（9日、30日）

卓球タイム（小中高生）14：00～15：00（9日、30日）

5（火） 親子体操（2～3歳児親子）登録会10：30～

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（22日）

6（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）

7（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（14日）

スマイルベイビー（3～7ヵ月の親子）13：30～14：30（21日）

8（金） ０歳からはじめる虫歯予防講座（１歳半健診受診前のお子さん対象）10：30～11：30

費用：無料 定員：先着20組（要予約電話可）

11（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（25日）

12（火） 親子体操（2～3歳児親子）10：30～11：30（26日）

16（土） ◎リユースフェスタ（乳幼児親子）13：30～15：30 費用：無料 定員：なし

18（月) ハンドクラフト（子育て中の保護者対象）10：30～11：30 費用：無料 定員：先着10人

19（火） リトミック（乳幼児親子）10：30～11：30

ピカソ☆キッズ「砂絵」（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

21（木） 「食品添加物について」講座（乳幼児親子対象）10：30～11：30 費用：無料

定員：先着20組（要予約電話可）

22（金） 冬季体操クラブ（幼稚園児対象）登録会15：00～

27（水） クラフトタイム（乳幼児親子対象）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実費（詳細は11月のお知らせをご覧ください）

28（木） 図書館事業「親子で楽しむわらしべうたと絵本」10：30～11：30 費用：無料

定員：先着30組（要予約電話可）

Xmas工作（3歳児以上～小中学生）15：30～16：30 費用：無料

29（金） ベビーマッサージ（乳幼児3～8ヵ月）11：00～12：00 費用：無料 定員：先着18組（要予約電話可）

冬季体操クラブ（幼稚園児親子）15：00～16：00



1 （金） 就学時健康診断 ☎/FAX　 5718-1330
☎　  3772-3006 5 （火） 山中会社　水曜時程

FAX　3772-0271 8 （金） 避難訓練（2次避難　伊藤学園）、集会
12 （火） 社会科見学（4年）
14 （木） 音楽会リハーサル、たてわり清掃
15 （金） 音楽会（児童鑑賞日）
16 （土） 音楽会（保護者鑑賞日） ●休館日：日曜日、祝祭日
19 （火） 社会科見学（3年） ●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日
20 （水） 補習日 12:00～16:00
21 （木） たてわり清掃 ●マッサージサービス：28（木）実施
22 （金） 読み聞かせ 申込受付は毎月1日から第3水曜日迄です。
25 （月） たてわり交流給食・遊び 抽選日20（水）
28 （木） 社会科見学（6年） ●グループ活動
29 （金） 一本橋保育園と交流（5年生）、いきいき茶道（1年）

1 （金） 避難訓練

☎  　3771-5240 14 展覧会

FAX　3771-5348 18 （月） 振替休業日
19 （火） 就学時健康診断
20 （水） 社会科見学
21 （木） フレンドタイム
25 個人面談

16 （土） 学芸発表会（1～4年）

☎　  3771-3374 学校公開

FAX　3771-0944 22 （金） 就学時検診
28 （木） 伊藤学園校区地域健全育成運営協議会

☎ 3777-7151 FAX  3777-4970

● 6（水）、13（水）、20（水）
● 14(木）（毎月第2木曜日） 休館日
● 16(土）（休館日の週の土曜日） 雑誌リサイクル
● 午前：9:00～12:00　　午後：1:00～4:30
● 25（月）～28（木）
● 30（土） 全面開館（予定） ● 毎週金曜日 ふれあいランチ

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570
● 12（火）、19（火）、26（火） みつまたっこくらぶ ※要予約
● 21（木） みつまたふたごっこ ※要予約
● 26（火） 離乳食教室 ※10時30分までにお越しください。

一本橋保育園
☎/FAX 

滝王子保育園    5（火）　焼き芋会 3775-4351
☎/FAX  12（火）、29（金）　保育園見学日

3775-4861  26（火）　保育体験 大井倉田保育園 ☎/FAX 3776-8539
  8（金） 5歳児　園外活動 20（水）　◎子育て体験 （事前予約必要）

西大井保育園  11（月） ＰＴＡ「すくすく会」行事 27（水）　4歳児　大井在宅センター交流

☎/FAX 特にありません  12（火） 5歳児交流

3774-5315  14（木） 5歳児　すまいるスクール体験

支え愛・ほっとステーション ☎5728-9093　 ☎ 3778-0110

　　　　　　　　品川区社会福祉協議会運営

出前講座をやっています！
　          　　支え愛・ほっとステーションでは、出前講座を行っています。
❀【見守りサポーター講座】
日常生活のなかで「最近みかけなくなった」「物忘れが心配な方がいる」など気づ
きについて学び、みなさんと安心して暮らせる地域を作りたいと思います。
❀【助けられ上手講座】
　「悩みや苦しみを一人で抱え込まずに周囲の誰かに助けを求めることが上手な
人」は、「助けられ上手さん」です。講座を通して、「助けられ上手さん」を目指しま
しょう。
何人からでも伺います。皆さんの茶話会をはじめ、町会の役員会や催しものの
際にぜひ「支え愛」を呼んでください！（出張費や講座料などの費用はかかりませ
ん。）
                             ●7（木）、14（木）、21（木）、28（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」

28（木）　はぶらし指導

特別整理のため休館
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映画会 火 第2～4 午前

11/1、8、15、22、29予定

第3金曜日は、おそばです。
11：30～　30食限定

毎食500円です。

保育園
14（木）保育園見学ツアー

 6（水）、20（水）保育体験

※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。

 7（木）園庭開放　◎11月は毎週木曜日

（木）～16（土）

（月）～29（金）

15：00～（毎週）おはなし会　※滝王子児童センターで実施

【時間はグループによって多少違います。】
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フラダンス

18(月)（毎月第3月曜日） 0、1、2あかちゃんおはなし会11：00～※滝王子児童センターで実施
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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
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西大井いきいきセンター

 迷惑防止条例の客引き、勧誘行為など、盛り場で検挙
される者の中には、アルバイト感覚で犯罪に手を染め
る大学生・高校生もおります。盛り場でのアルバイトに
は十分注意しましょう。
　また、「あなたの口座が不正に利用されています。」な
どと言ってキャッシュカードを騙し取る手口が多く発生し
ております。金融機関や警察などがキャッシュカードを
預かることはありません。不審に思ったら警察に通報し
ましょう。

FAX　3772-2076　 大井警察署
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