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７ 月号 

No.225 令和２年 

☆７月の近隣施設ご案内☆ 令和２年７月 

伊藤幼稚園  

3775-8028 

西大井5-22-8 

地域園庭開放・未就園児交流会は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止とな

ります。 

滝王子児童 

センター 

3771-3885 

大井5-19-14 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、センター事業及びイベントに関しましては

中止となります。 

館内では一部の利用制限があります。詳しくは滝王子児童センターまでお問い合わ

せください。 

伊藤児童センター 

3771-1311 

西大井6-13-1 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、センター事業及びイベントに関しましては

中止となります。 

館内では一部の利用制限があります。詳しくは伊藤児童センターまでお問い合わせく

ださい。 

大井図書館 

3777-7151 

大井5-19-14 

１．休 館 日：９日(木) 

２．開館時間：月～土曜日 午前９時～午後８時 

       日・祝日  午前９時～午後７時 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部サービスを縮小しています。 

 ご利用の際はお電話にてお問い合わせください。 

ウェルカム 

センター原・ 

交流施設 

5742-4660 

西大井2-5-21 

１．申請受付時間：午前９時～午後４時 

  ＊施設のご利用には団体登録が必要です。 

２．休  館  日：15日(水)毎月第３水曜日 

３．開 館 時 間：午前９時～午後９時 

          (夜間の利用がない場合は午後６時に閉館します) 

４．施 設 案 内：多目的室(２室)、講習室(２室)、スポーツ室、 

         グラウンド、交流サロン 

＊新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、利用に制限がございますので、ご利用の  

 際はお電話にてお問い合わせください。 

西大井いきいき 

センター 

5718-1330 

西大井2-5-21 

《ご利用案内》 

１．ご利用できる方 

 ①区内在住の60歳以上で利用券をお持ちの方。 

 ②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。 

２．休  館  日：日曜日・祝祭日 

３．入浴サービス：毎週水曜日および金曜日 正午～午後４時(予約制)     

４．マッサージサービス：30日(木) 

  申込み受付：毎月１日～第３水曜日 抽選日21日(火) 

＊カラオケを除く一部グループ活動再開しました。 

 お問い合わせはお電話でお願いいたします。 

 大井第三地区町会長のご紹介 

 青少年対策大井第三地区委員のご紹介 

大井鹿島町会       奥山晃  会長 

大井庚塚町会       室伏裕一 会長 

出石町会         古賀忠壹 会長 

西大井二丁目町会     佐賀崇宏 会長 

西大井四丁目町会     杉原広幸 会長 

西大井五丁目伊藤町会   棚橋靖紀 会長 

西大井六丁目町会     金森好昭 会長      (事務局 記) 

大井鹿島町会の奥山会長と、

出石町会の古賀会長は今年度か

ら町会長になりました。 

大
井
鹿
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相談役  奥山 晃 

青少年  若井田 悦男 

環境  江刺家 正 

環境  坂本 悦子 

広報  熊谷 良一 

環境  津谷 美和子 

広報  後藤 佳代子 

青少年  大貫 博美 

青少年  澁澤 地大 

大
井
庚
塚  

相談役  室伏 裕一 

青少年  嶋村 泰輝 

青少年  横尾 公義 

環境  田口 敦 

出
石 

相談役  古賀 忠壹 

広報  平野 幸子 

環境  阿部 節子 

環境  吉岡 圭介 

青少年  藍口 直子 

広報  狩野 直美 

青少年   〆谷 恵子 

西
大
井
二
丁
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相談役  佐賀 崇宏 

広報  倉本 のり子 

環境  梅田 俊子 

青少年  小袋 順子 

広報  櫻井 静子 

青少年  佐々木 将徳 
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伊
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相談役  棚橋 靖紀 

会長  山﨑 勝美 

環境  稲葉 勉 

青少年  加福 陽子 

環境  木暮 登 

広報  杉田 賢二 

広報  瀧口 尚子 

青少年  生田 美絵 

環境  藤澤 はるか 

青少年  永田 将之 
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相談役  杉原 広幸 

青少年  太田 信吾 

広報  高村 幸恵 

環境  多地 万里子 

青少年  足立 牧夫 

青少年  平川 友美 

西
大
井
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相談役  金森 好昭 

環境  内山 隆司 

環境  金森 るり 

青少年  大畑 靖雄 

広報  藤本 眞弓 

広報  丸山 由香 

環境  八鍬 茂治 

青少年  神尾 里佳子 

青少年  小髙 重英 
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環境  髙橋 照和（大井第一小） 

環境  鈴木 正樹（大井第一小） 

環境  兼高 智仁（大井第一小） 

環境  秋廣 誠一（伊藤学園） 

環境  宮 篤志（伊藤学園） 

環境  上條 正雄（伊藤学園） 

青少年  渡邉 廣和（伊藤小） 

青少年  磯﨑 雄（伊藤小） 

青少年  佐々木 明子（冨士見台中） 

青少年  堀 千恵（冨士見台中） 

   

★左から町会名、役職・部会、氏名となっております。 

(事務局 記) 


