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児童センター

☎　　 　3771-3885
滝 王 子児 童 セ ン タ ー

FAX　　 3771-6491

※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。

大井倉田児童センター

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。

98765 10

毎週月曜日 10：00～11：00 おもちゃのひろば 乳幼児親子対象

2（水）、16（水） 15：30～16：30 あそびたんてい団 小学生以上対象

3（木） 、10（木）、17（木） 15：30～16：30 フリートランポリン小学生以上対象

5（土） 14：00～17：00 スペシャル卓球教室
11月2日（月）～申込み開始 小学生以上対象

5（土）、19（土） 10：00～11：00 エアトランポリン 乳幼児親子対象

9（水） 10：30～11：30 1歳からの奥歯磨き 1歳児親子対象
1日（火）～申込み開始 定員8組程度

12（土） 10：00～11：00 プラ電車天国ＮＥＸＴ どなたでもご利用いただけます。

23（水） 10：30～11：30 離乳食9ヵ月～（3回食）の食事について
1日（火）～申込み開始 定員8組程度

※変更になる場合があります。

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。

ご利用方法・ご利用時間が変わりました。午後は、小学生・中学生・高校生が利用出来ます。

また、子育て相談（子育てネウボラ相談）も、お受けしています。

ご利用には、登録が必要です。詳しくは、大井倉田児童センターまでお問い合わせください。

●臨時休館日のお知らせ

滝王子児童センターは、電気工事の為12月10日（木）は臨時休館となります。

●年末年始のお知らせ

児童センターは、12月29日（火）～1月3日（日）まで休館となります。

1月4日（月）より開館します。

2（水）、9（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

3（木）、10（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

4（金）、11（金） 10：00～10：45 / 11：15～12：00 

0歳児親子（おおむね6ヵ月まで）対象 すくすくクラブＡ 定員：各10組

7（月）、14（月） 10：00～10：45 / 11：15～12：00

0歳児親子（おおむね7ヵ月以降） 対象 すくすくクラブＢ 定員：各10組

15（火） 10：30～11：30 乳幼児親子対象 ウクレレタイム 定員：10組

毎週土曜日10：00～12：00 乳幼児親子対象 親子であそぼう 定員：10組（いっぽいっぽタイム内で実施）

毎週土曜日15：30～16：30 小中高生対象 卓球タイム 定員：なし（小中高生タイム内で実施）

毎日14：30～17：00小中高生対象 いつでも工作 定員：なし（小中高生タイム内で実施）

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）を実施しております。

9：00～12：00 / 13：00～14：00に利用できます。

小学生、中学生、高校生は14：30～17：45に利用できます。

乳幼児親子、小中高生ともに利用登録が必要です。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 (火) 委員会
2 (水) 避難訓練 ☎/FAX　 5718-1330

☎　  3772-3006 7 （月） OJT週間（～18（金））
FAX　3772-0271 8 （火） CAP（3年）、クラブ

9 （水） 生け花（5年）
11 （金） 個人面談（～17日（木））
18 （金） 集会
22 （火） クラブ
25 （金） 終業式、安全指導/安全点検日、給食終了、大掃除 ●休館日：日曜日、祝祭日
26 （土） 冬季休業日始

●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日
2 （水） 避難訓練                        12:00～16:00（予約制）

☎  　3771-5240 4 （金） 委員会活動
FAX　3771-5348 5 （土） 土曜授業日 ●マッサージサービス：24（木）実施

9 （水）、15（火）　フレンドタイム 1月、8月を除く毎月第4木曜日に実施。
11 （金） クラブ活動 申込受付は毎月1日から第3水曜日迄です。
13 （日） 区内一斉防災訓練 抽選日16（水）、抽選発表日17（木）
18 （金） 145周年フレンドまつり
22 （火） 保護者会
25 （金） 終業式　
26 （土） 冬季休業日始

5 （土） 土曜授業日（公開あり）
☎　  3771-3374 25 （金） 終業式　
FAX　3771-0944 26 （土） 冬季休業日始（～1/5）

☎ 3777-7151 FAX  3777-4970

● 2（水）、9（水）、16（水）、23（水） おはなし会 15：00～

● 10（木）（毎月第2木曜日） 休館日
● 12(土）（休館日の週の土曜日） 雑誌リサイクル
● 20(日)　  ◎クリスマスおはなし会　14：00～
● 21(月)   0、1、2さいむけ赤ちゃんおはなし会　 

①10：30から　②11：10から （内容は同じです）
● 29（火）、30（水）　年末スペシャルおはなし会　14：00～
※　今後変更になる可能性がありますので、図書館にお問い合わせください。

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570

● 8（火）、15（火）、22（火） みつまたっこくらぶ ※要予約
● 15（火） 離乳食教室 ※要予約
● 17（木） みつまたふたごっこ ※要予約

大井警察署 ☎ 3778-0110
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。

今月も健康室と一部グループのみ開放しています。

スカイウェル、マッサージ機とお風呂は予約制です。

保育園 滝王子保育園 ☎/FAX 3775-4861
大井倉田保育園 ☎/FAX 3776-8539 2（水）、8（火） 保育園見学日

特にありません 18（金） 保育園見学日、保育体験日

一本橋保育園 ☎/FAX 3775-4351 西大井保育園 ☎/FAX 3774-5315

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
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　年末が近づき、年越し準備で外出する機会も多くなってきます。
　わずかな外出の際でも泥棒の被害防止のため、玄関や窓等は確実に施錠をお願いします。
　また、在宅している時でも、玄関等は施錠しておいてください。
　予定の無い【ガス・電気点検、宅配便】等の訪問には、ドアチェーン等を掛け、確認してから
ドアを開けるようにしてください。
　少しでも不審と感じたなら、すぐに110番通報してください。

大井保健センター

【時間はグループによって多少違います。】
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●グループ活動

大井第一小学校

西大井いきいきセンター

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。利用券をおつくりし
ます。
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　　　☎5728-9093　　　　FAX3772-2076　　　　　　　　　　   品川区社会福祉協議会運営

品川区高齢者救急代理通報システムについて

高齢者救急代理通報システムとは？

もしもの時に備えて、救急代理通報装置を取り付け、緊急時には、警備会社へ通報することにより、警備員が24時間
　　　　    いつでも駆け付け体の具合に応じて救急車を呼ぶなど、高齢者世帯の方の在宅での暮らしの安心・安全を提供します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象となる方　   65歳以上の一人暮らしの方または65歳以上のご家族世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご利用料金　　　 300円もしくは1000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護認定を受けている方は、在宅支援介護センターにご相談下さい。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は、お電話にてご相談ください
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