
  ※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。9

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

          2020年　大井第二地域センター発行　☎ 3772-2000　FAX：3772-2076

6（月） おもちゃのひろば（未就学児対象）10:30～14:00 ※20日、27日も実施
7（火） あそびたんてい団（小学生以上対象）16：00～17:00 ※14日、21日、28日も実施
9（木） ぱんだクラブ（1歳児対象）10:30～12:00 ※16日、23日、30日も実施

フリートランポリン（小学生）木曜日16:15～17:00 ※16日、23日も実施
床工事のため変更の可能性あり

10（金） きりんクラブ（2歳児以上対象）10:30～12:00 ※17日、23日、31日も実施
11（土） プラ電車天国NEXT（全年齢対象）10:30～12：00 ※25日も実施
14（火） こあらクラブ（0歳児対象）10:30～11:15 ※21日、28日も実施

うさぎクラブ（H31.4月以降生まれ対象）13:30～14:15 ※21日、28日も実施
17（金） 卓球道場（小学生以上対象）15：30～17：00
18（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（水） ◎ママと赤ちゃんのためのベビーマッサージ（0歳児親子対象）10:30～11:30

※先着20組程度 要申込み

○クラフトタイム（幼児親子・小学生対象） 20(月）（工作 ぽち袋を作ろう）

15：00～17：00 申込み不要

○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。

○滝王子いきものがかり（幼児親子・小学生対象）

毎週水曜日15：30～17：00

児童センター前の畑や熱帯魚のお世話をします。 登録メンバー随時受付

○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

○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。

4（土） 冬休み工作「毛糸でつくろう」（小中学生） 1/7(火)まで毎日実施

費用：無料 （当日使用分なくなり次第終了）

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）

8（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）

9（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）

10（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（17日、31日）

14（火） 親子体操（2～3歳児親子）10：30～11：30（28日）

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

17（金） 体操クラブ（幼稚園児対象）15：00～16：00（24日、31日）

20（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

21（火） リトミック（乳幼児親子）10：30～11：30

23（木) みんなで工作（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）

24（金） ◎保健センター連携事業「1歳からの奥歯みがき講座」（1歳半健診受診前の幼児親子）

10：30～11：30 費用：無料 定員：先着20組（12/2(月)より要予約電話可）

27（月） 「クラップ＠ママ」骨盤ヨガ（子育て中の保護者）13：30～14：30

費用：無料 定員：先着20人（1/4（土）より要予約電話可）

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

（くわしい内容は1月センターお知らせをご覧ください）



8 （水） 始業式

9 （木） 給食始、書き初め（3年・5年）、たてわり清掃

10 （金） 書き初め（4年・6年） ☎/FAX　 5718-1330
☎　  3772-3006 14 （火） クラブ活動

FAX　3772-0271 15 （水） 避難訓練

15 （水）～24（金） 書き初め展

17 （金） 読み聞かせ

18 （土） たてわりフレンド集会

21 （火） 山中会社

24 （金） 集会 ●休館日：日曜日、祝祭日

29 （水） 補習日 ※1/3(金)まで年末年始休館

31 （金） 展覧会、学校公開、オリパラ授業（2年・1年）

●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日　12：00～16：00

8 （水） 始業式

☎  　3771-5240 10 （金） 保護者会（4・5・6年） ●マッサージサービス：今月はありません。

FAX　3771-5348 14 （火） 保護者会（1・2・3年）

14 （火）～18（土） 校内書初め展 ●グループ活動

16 （木） 避難訓練 午前
18 （土） 市民科授業地区公開講座

21 （火） 午前
租税教室（6年）

24 （金） クラブ活動 午前

8 （水） 始業式 午前
☎　  3771-3374 18 （土） 日本の文化伝統に親しむ日、学校公開

FAX　3771-0944 31 (金） 学校公開 月・水･金

午前
☎ 3777-7151 FAX  3777-4970 午前

● 4(土）　 ◎福袋（大人向け、子ども向けがあります）いろいろなテーマに合わせて

　　　　　  3冊入っています。どんな本かは、借りてからのおたのしみ！

● 8（水）、15（水）、22（水）、29（水）　15：00～　　おはなし会 午前
● 9（木）　  休館日（毎月第2木曜日）　

● 午前
● ハーモニカ 午前

午前
☎ 3772-2666 FAX　3772-2570 午前

● 14（火）、21（火）、28（火） みつまたっこくらぶ ※要予約

● 16（木） みつまたふたごっこ ※要予約 午前
● 28（火） 離乳食教室 ※10時30分までにお越しください。 午前

☎ 3778-0110 午前：9:00～12:00　　午後：1:00～4:30

● 毎週金曜日 ふれあいランチ (毎食500円）

第３週は手打ち蕎麦

滝王子保育園 15（水）、30（木） 保育体験 西大井保育園  30（木）～31（金）　作品展

☎/FAX 16（木） 保育園見学日 ☎/FAX 
3775-4861 3774-5315
一本橋保育園  8（水）、22（水） 保育体験 大井倉田保育園  15（水） ◎子育て体験(昼食前までの時間です。）

☎/FAX ☎/FAX ※事前にご予約ください

3775-4351 3776-8539  21（火） 避難訓練

支え愛・ほっとステーション ☎5728-9093　 品川区社会福祉協議会運営

大井警察署

16（木）、23（木）、30（木）　　園庭開放　

学校
山 中 小 学 校

11（土）  雑誌リサイクル（休館日の週の土曜日）

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

  自転車の盗難被害の約４割が住宅の敷地内で発生しています。自転車には防
犯登録をし、自宅敷地内でも、しっかり施錠してください。
　また、「あなたのカードが偽造されている。」などと被害者の不安をあおり、自宅
に訪問してカードをだまし取る被害が多く発生しています。
　犯人は、区役所、銀行協会、クレジット会社やデパートの店員のほか、警察官を
騙るものもあります。
　不審に思ったら警察へ通報してください。

ＴＧＧ（東京グローバルゲートウエイ）英語体験学習（4年）

保育園

伊 藤 学 園

大井保健センター

西大井いきいきセンター

ボランティアさん（地域支援員）募集中！

 ～あなたの手助けを待っている人がいます～

支え愛・ほっとステーションでは、住民のみなさんが中心となり、地域の中
　で支え合える関係を作っています。活動の内容は、高齢者等の日常生活のちょ
　っとした困り事（薬の受取り・買物の代行・通院介助など）のお手伝いや、地
　域の“気付き”（ポストに新聞や郵便物がたまっているなど）に関する情報提
　供等にご協力いただけるボランティアさんを募集中です。出来るときに出来る
　ことを、可能な範囲でご協力をお願いします。現在４０代～８０代まで、女性
　も男性も活躍中！詳しくはお気軽にお問い合わせください。

　　　【時間はグループによって多少違います。】

FAX　3772-2076　

　　　　　　　　　　　　　　　　　10：00～11：00

大井第一小学校

大井図書館

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。

カラオケ

月 第1～4 午後
火 第1～4 午後
水･木 第1～4 午後
金
土

第1～4
第1～4

午後
午後

第1～4
第1～4

午後
午後

詩　吟 月・木 第1～4 午後

民　謡
土

第1～4
第1～4

午後
午後

新舞踊
火
木

第2・4
墨　絵
体　操

金
土

第2・4
第1～4

午後
午後

折り紙 木

第1～4
囲　碁 月･水 第1～4 午後
三味線 金 第1・2・4

水 第1～4

民　踊 火・土

午後

映画会 火 第2～4

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ

月
金

第1・3
第1～4

フラダンス
火
金

第1～4
第1～4

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」

9(木)、16（木）、23（木）、30（木）


