
2020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

●2（日） ◎大井図書館歴史講座　「品川の歴史は大井からはじまった」　

☎ 3777-7151 14：00～15：30　要事前申込（於：品川歴史館）　

FAX  3777-4970 ●5（水）、12（水）、19（水）、26（水） おはなし会 15：00～
●13（木） 休館日（毎月第2木曜日）

●15(土） 雑誌リサイクル（休館日の週の土曜日）
●17(月) 0、1、2あかちゃんおはなし会（毎月第3月曜日）   11：00～

☎ 3772-2000
FAX 3772-2076

一 本 橋 児 童 セ ン タ ー

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

回覧 21 3 4 8765 10

大井図書館

大井第二地域センター

   
        1（土）        父親のためのワークショップ（乳幼児の子どもを持つ父親対象） 10：30～11：45 

            先着12名 要申込み 毎週土曜日実施 

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

     4（火)       こあらクラブ（0歳児対象）10:30～11:15 ※18日、25日も実施 

                        うさぎクラブ（H31年4月以降生まれ対象）13:30～14:15 ※18日、25日も実施 

                        あそびたんてい団（小学生以上対象）16:00～17:00 ※18日、25日も実施 

        5（水)         木育ひろば（乳幼児対象）10:30～12:00 ※12日、19日、26日も実施 

     6（木）       ぱんだクラブ（1歳児対象）10:30～12:00 ※13日、20日、27日も実施 

   12（水）    保健センター連携講座「安全なお弁当～食品の衛生管理について～」 

           （乳幼児親子対象）10：30～11：30 

   14（金）    卓球道場（小学生以上対象）15：30～17：00 

       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 

    

       

〇クラフトタイム（幼児親子・小学生対象） 10（月）15：00～17：00（工作・お菓子のお家） 申込み不要 

〇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 

   児童センターの畑や熱帯魚のお世話をします。 登録メンバー随時受付 

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。 

 ※詳細は滝王子児童センター２月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）15:00～16:00（毎週）  

  3（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（17日） 

   4（火）      親子体操（2～3歳児親子）10:30～11:30（18日） 

   5（水）          親子のひろばたんぽぽクラブ（1歳児親子）10:30～11：30（19日、26日） 

    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(13日、27日） 

             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 

                      Ｂ（7ヵ月～1歳児親子）11:00～11：45（毎週） 

  10(月)      「クラップ＠ママ」肩こり解消ヨガ（子育て中の保護者）13：30～14：30 

           費用：無料 定員：先着20人（1月15日より要予約電話可） 

  12（水）         ◎「年齢に応じたほめ方しかり方」講座（子育て中の保護者）10：30～11：30 

            費用：無料 定員：先着20人（1月15日より要予約電話可）    

           バレンタインクッキング（3歳児親子～小中学生）15:30～16:30  

            （くわしい内容は2月児童センターのお知らせをご覧ください） 

  14（金)       クラフトタイム（乳幼児親子対象）10:00～10:45 費用：無料 定員：なし 

                      体操クラブ（幼稚園児対象）15：00～16：00（21日、28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(25日） 

    18（火）        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） 

   20（木）         ◎「参加型エンターテインメント！おもしろミュージックランド」(0～3歳児親子） 

            10:30～11:30 費用：無料 定員：先着40組（2月1日より要予約電話可） 

   25（火）        リトミック（乳幼児親子）10:30～11:30 

            「ママのためのボディケア」（3～8ヵ月のお母さん）13:30～14:30  

           費用：無料 定員：先着18人（2月1日より要予約電話可）  

  27（木）       造形クラブ「ピカソ☆キッズ」（2歳児以上親子～小中学生）15:30～16:30 

                      費用：無料 定員：先着10組（2月1日より要予約電話可） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時：令和2年2月29日（土）午前10時～午後4時 

    令和2年3月1日（日）午前10時～午後3時 

会場：大井第二地域センター・大井保健センター 

※両日とも終了30分前に入場締め切りです。 
 

作品展示、手作り講習会、文化イベントを開催して

います。また、文化祭期間中おしるこを無料配布し

ています。お気軽にお立ち寄りください。 
※おしるこは無くなり次第終了。講習会は要予約電話可。 



1 （土） 展覧会（学校公開）、いきいき茶道（5年） ☎/FAX　 5718-1330
☎　  3772-3006 2 （日） アトレミニコンサート（合唱団）

FAX　3772-0271 4 （火）～6（木） 雪国体験（5年）
7 （金） 入学説明会14：00～、集会

13 （木）～19日（水）アトレ展
13 （木） お別れ球技大会（5・6年）、たてわり清掃
14 （金） 読み聞かせ、避難訓練 ●休館日：日曜日、祝祭日
15 (土) ミニマラソン大会 ●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日
18 （火） クラブ 12:00～16:00
19 （水） 補習日 ●マッサージサービス：27日（木）実施
20 （木） たてわり清掃 申込受付は毎月1日から第3水曜日迄です。
21 （金） 6年生を送る会、お別れ交流給食、たてわり遊び 抽選日19日（水）
25 （火） 水曜時程、合同市民科（6年）、山中会社
26 （水） 生け花 午前
27 （木） 感謝の会（6年）
28 （金） 集会 午前
29 （土） スチューデントシティ（5年）

午前
1 （土） 国際理解授業(5年）

☎  　3771-5240 4 （火） フレンドタイム 午前
FAX　3771-5348 5 （水） 避難訓練

12 （水） 出前選挙授業（6年） 月・水･金
13 （木） 新1年生保護者会 午前
15 （土） スチューデント・シティ校外学習（5年） 午前
20 （木） 6年生を送る会
26 （水） 品川教育の日
27 （木） 保護者会（5・6年） 午前
29 （土） PTA大一まつり

午前
1 （土） 土曜授業（学校公開） ハーモニカ 午前

☎　  3771-3374 7 （金） 新入生説明会（新1年）14：00～ 午前
FAX　3771-0944 10 （月） 新入生説明会（新7年）15：00～ 午前

14 （金） 地域健全育成運営協議会17：00～

午前
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
11：30～
30食限定　毎食500円です

西大井保育園 特にありません

滝王子保育園 　6（木）～8（土） 作品展 ☎/FAX 
☎/FAX  14（金） 　　見学日 3774-5315

3775-4861 大井倉田保育園 　6（木）～7（金） 作品展

☎/FAX  19（水） ◎子育て体験

一本橋保育園  5（水）、19（水） 保育体験 3776-8539 (午前中の保育活動を親子で体験)

☎/FAX  6（木） 園庭開放　（毎週） ※事前予約をお願いします

3775-4351

支え愛・ほっとステーション 品川区社会福祉協議会

☎5728-9093　 FAX　3772-2076　 ☎ 3772-2666 FAX　3772-2570

● 4（火）、18（火）、25（火） みつまたっこくらぶ ※要予約
● 18（火） 離乳食教室 ※10時30分までにお越しください。

～「よりみち」やまなかってこんなところです！～ ● 20（木） みつまたふたごっこ　※要予約
★優しいボランティアさんが出迎えてくれます。お茶菓子と一緒　　　　● 20（木） 難病講演会 『パーキンソン病を知りたい！』

にくつろぎながら、世間話や日頃の悩みを話すことができます。 会場：大井第二区民集会所

★どなたでもご自由に入れる憩いの場です。 時間：16～18時　　※要予約

★参加費や申込みは不要です。お好きな時間にいらしてください。
★話す場がほしい、友人を作りたい、外出先がほしい方にはピッ
　　タリの場所です！

保育園

　大井警察署

西大井いきいきセンター

伊 藤  学 園

山 中 小 学 校

●グループ活動

学校

大井第一小学校

ご利用できる方は、区内在住の60歳
以上の方で利用券をお持ちの方。
初めてご利用される方は、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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フリースペース「よりみち」やまなかのご案内

大井保健センター

大井3丁目ゆうゆうプラザにて、毎週木曜日13:30～15:30に「よりみち」や
まなかを開催しています。みなさま、ぜひお立ち寄りください！

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

 　電話で「会社の金をつかってしまった。金を貸してほしい、家に現金はいくらあ
る？」などと自宅に保管している金額を尋ねてくる不審な電話が掛かってきていま
す。
　これはアポ電強盗犯人が行う探りの電話です。絶対に答えないでください。
　犯人は、息子や孫などの親族のほか、区役所、銀行協会、百貨店店員、警察官な
どを騙る者もいます。
　留守番機能などを使い、知らない番号の電話には出ないようにしてください。

【時間はグループによって多少違います。】

  

 
 

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」 

 6(木)、13（木）、20（木）、27（木） 

 
 
 


