
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。

現在も継続中です。
時間は、10：00～行っております。

※　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。

☎　 　 3776-4881
FAX　  3778-1263

☎ 　  3775-4352
FAX   3775-4352

大井第二地域センターでは、青少年対策地区委員会、山中小学校・大井第一小学校・伊藤学園ＰＴＡの方々を中心に年6回　　　
地域ニュース「スクランブル」を発行しています。その中にイラストスクランブルというコーナーがありそこに掲載する
イラストを募集しています。

　応募対象は、山中小学校、大井第一小学校、伊藤学園の児童・生徒の方です。
　用紙はA5の白い用紙にできるだけ横位置で、背景を入れるなど画面いっぱいに描いてください。　
　サインペン、ボールペン、2B以上の鉛筆を使用してください。（鉛筆の薄い線・細い線は消えてしまいます。）
　彩色はかまいませんが、本誌掲載は白黒です。ホームページでは、カラーとなります。　
　テーマは自由、但し公共的に不快な感情を引き起こす内容は除きます。著作権の関係もあり、キャラクター物
　などは掲載できません。オリジナル作品をお願いします。応募作品は、編集会議にて掲載作品を決定します。　

作品は、随時受け付けていますので大井第二地域センターまでご連絡ください。
たくさんのイラストお待ちしています。

 ： 1歳児　　　　　 金曜日
 ： 2歳児以上　　 火曜日

回覧 10

大井第二地域センターからお知らせ
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イラスト大募集！！

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

[うごくんジャーTime・年齢別遊び」

対象年齢： 0歳児（プチ）　 水曜日
 ： 0歳児　　　　 　木曜日

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。

98765

1(木)  ぱんだクラブ(1歳児対象）10：00～10：45 ※8日、15日、22日、29日も実施
2(金)     きりんクラブ（2歳児以上対象）10:00～10：45 / 11：15～12：00

※9日、16日、23日、30日も実施
6(火) こあらクラブ（0歳児対象）10：00～10：45

うさぎクラブ（R2年4月以降生まれ対象）13：00～13：45 ※13日、20日、27日も実施
17(土)     パパのためのベビーマッサージ（0歳児の父親対象）10：30～11：30

先着8組 要申込み

変更がある場合があります。
乳幼児親子のためのフリー利用「くらっタイム」も実施します。
午後は、小学生・中学生・高校生が利用できます。
定員・時間帯の制限がありますので、詳しくは大井倉田児童センターへ
お問い合わせください。

1（木） 10：00～10：45 / 11：15～12：00

2・3歳児親子対象 おひさまクラブ 定員：各10組（8日、15日、22日、29日も実施）

2（金） 10：30～11：30 乳幼児親子対象 卒乳講座 定員：5組

5（月） 10：00～10：45 / 11：15～12：00

0歳児親子（おおむね7か月以降）対象 すくすくクラブＢ 定員：各10組

（12日、19日、26日も実施）

7（水） 10：00～10：45 / 11：15～12：00

1歳児親子対象 たんぽぽクラブ 定員：各10組（14日、21日、28日も実施）

9（金） 10：00～10：45 / 11：15～12：00

0歳児親子（おおむね6か月未満）対象 すくすくクラブＡ 定員：各10組

（16日、23日、30日も実施）

9月より「親子のひろば」がはじまりました。

また、引き続き乳幼児親子のためのフリー利用（いっぽいっぽタイム）を実施します。

午後は小学生、中学生、高校生が利用できます。

定員、時間帯の制限がありますので、詳しくは一本橋児童センターまでお問い合わせくださ

い。



1 （木） 社会科見学6年 ☎/FAX　 5718-1330
☎　  3772-3006 2 （金） 安全指導日/安全点検日

FAX　3772-0271 3 （土） 学校公開、学校説明会
6 （火） 委員会
8 （木） 避難訓練
9 （金） 食育授業1年
12 （月） ハイパーQU5年 ●休館日：日曜日、祝祭日
13 （火） クラブ ●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日
16 （金） 市民科授業地区公開講座
21 （水） 生け花 ●マッサージサービス：22（木）実施
22 （木） 水道キャラバン4年 申込受付は毎月1日から第3水曜日迄です。
23 （金） 集会 抽選日14（水）
24 （土） 学校公開
27 （火） クラブ

午前 午後
午後

2 （金） 委員会活動 午前 午後
☎  　3771-5240 3 （土） 学校公開　 午後
FAX　3771-5348 6 （火） 避難訓練　 午前 午後

9 （金） フレンドタイム、クラブ活動 午後
12 （月） 学校公開（新1年保護者・5校時のみ） 　 午前 午後

学校説明会 午後
24 （土） 土曜授業 月・水･金 午後
30 （金） 就学時健康診断 午後

2 （金） 学校公開 午後
☎　  3771-3374 3 （土） 土曜授業日、学校公開 　 午前
FAX　3771-0944 23 （金） 学芸発表会 午後

24 （土） 学芸発表会　*1～4年は休業日 　 午前
午前
午前

☎ 3777-7151 FAX  3777-4970 午前
午後

●  7、14、21、28  (毎週水曜日)15：00～ おはなし会 第2・3・4 午前
●  8(木) （毎月第2木曜日）休館日
● 10(土) （休館日後の土曜日）雑誌リサイクル
● 18（日)　秋のわくわくおはなし会　14：00～　　　

※ 変更になる場合がありますので、図書館にご確認ください。

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570
● 一部グループのみ活動中

● 13（火）、20（火）、27（火） みつまたっこくらぶ ※要予約 ● 健康室、マッサージ機、スカイウェルは予約制です。
● 15（木） みつまたふたごっこ ※要予約
● 27（火） 離乳食教室 ※要予約

☎/FAX 3774-5315
滝王子保育園 ☎/FAX 3775-4861 特にありません

特にありません

一本橋保育園 ☎/FAX 3775-4351 ☎/FAX 3776-8539

特にありません 特にありません

　支え愛・ほっとステーション ☎5728-9093　 FAX　3772-2076　 大　井　警　察　署 ☎ 3778-0110
          　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　品川区社会福祉協議会運営

身近なふくしの相談窓口が地域センター内にあります！

　支え愛・ほっとステーションは、地域センターの中に「高齢者のふくしの相談窓口」を開
設しています。どうぞお気軽にご相談ください。

★ほっとサービス…腰が痛いので代わりに買い物してほしい、など日常の
　困りごとを地域のボランティアさんがお手伝いします（30分200円）
★救急代理通報システム…もしもの時に備えて、機械で
　24時間見守り（設置無料：月額300円もしくは1,000円）
★定期電話・定期訪問…ご希望の日時を相談のうえ、ほっ
　とステーションの職員からの電話による安否確認や地
　域のボランティアさんによる訪問を行います（無料）
★どこに相談していいのかわからないことがありましたら、
　お電話ください

伊 藤 学 園

大井倉田保育園

都内及び千葉県、神奈川県において、消防点検
やガス点検を装った犯人による強盗事件が連続し
て発生しています。
　次のことに注意してください。
〇　在宅中であっても、玄関ドアを必ず施錠して
  おくこと。
〇　点検業者から、「これから点検に行く。」と電話
  があった場合や、点検業者が自宅に訪問してき
  た場合は、契約しているガス会社等に点検実施
  の有無を確認すること。
〇　訪問業者に少しでも不審と感じたら、絶対に
  玄関ドアを開けずに、110番通報すること。

【時間はグループによって多少違います。】

グループの活動に参加したい方は活動日に来て、
グループの代表者にご相談下さい。

西大井保育園
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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。

●グループ活動
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西大井いきいきセンター


