
2021年　大井第二地域センター発行　☎ 3772-2000　FAX：3772-2076

☎　 　 3776-4881
FAX　  3778-1263

☎ 　  3775-4352
FAX   3775-4352

大井第二地区文化祭を開催します！

会場：大井第二地域センター　　作品展示開催！

あなたの自慢の作品を展示してみませんか？　２月１５日（月）まで展示作品募集中！！

３月６日（土）午前１０時～午後４時　/　３月７日（日）午前１０時～午後３時

詳細は、大井第二地域センターまでお問い合わせください。

10回覧 54 921 3 76 8
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。

　　　　新型コロナウイルスの影響により、記載の予定は中止・延期
　　　　になる可能性があります。
　　　　ご利用の際は、各施設にご確認ください。

　　　　（記載されている情報は、１月１３日時点のものです。）

緊急事態宣言に伴い、事業につきましては一時中止となります。

ネウボラ相談（子育て相談）は受け付けております。

今後の詳細につきましては、大井倉田児童センターのお知らせ、または

大井倉田児童センターまでお問い合わせください。

緊急事態宣言に伴い、事業につきましては一時休止となります。

今後の詳細につきましては、滝王子児童センター２月号もしくは

児童センターまでお問い合わせください。

滝王子児童センター

大井倉田児童センター

児童センター

☎　　 　3771-3885
FAX　　 3771-6491

一本橋児童センター
緊急事態宣言に伴い、事業につきましては一時中止となります。

今後の詳細につきましては、「いっぽんばしのおしらせ」または

一本橋児童センターまでお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、引き続き適切な感染予防

対策の実施をお願いします。

感染拡大防止には、皆さま一人ひとりの意識と行動が非常に重要です。

ご協力のほどよろしくお願いします。



1 （月） 安全指導/安全点検日 ☎/FAX　 5718-1330
☎　  3772-3006 2 （火） クラブ

FAX　3772-0271 5 （金） 入学説明会14：00～

9 （火） 委員会

16 （火） クラブ

25 （木） 感謝の会（6年）

26 （金） 集会 ●休館日：日曜日、祝祭日
※ 今月の避難訓練は予告なしで行います。 ●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日

12:00～16:00 （予約制）
●マッサージサービス：25日（木）実施
申込受付は毎月1日から第3水曜日迄です。

3 （水） フレンドタイム 抽選日17日（水）
☎  　3771-5240 6 （土） 土曜授業

FAX　3771-5348 16 （火） 新1年生入学説明会

17 （水） フレンドタイム

20 （土） 授業参観

24 （水） 品川教育の日

※ 今月の避難訓練は予告なしで行います。

5 （金） 新1年新入生保護者説明会

☎　  3771-3374 6 （土） 土曜授業日（公開なし）　

FAX　3771-0944 12 （金） 新7年新入生保護者説明会

20 （土） 土曜授業日（公開なし）

24 （水） 品川教育の日

☎ 3777-7151 FAX  3777-4970

●3（水）、10（水）、17（水）、24（水）   おはなし会   15：00～

●11（木）  休館日（毎月第2木曜日）

●13（土）   雑誌リサイクル（休館日の週の土曜日）

※感染拡大等の状況によりおはなし会は中止になる場合があります。 午前：9:00～12:00　　午後：1:00～4:30

図書館にお問い合わせください。

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570 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ください。

● 2（火）、9（火）、16（火） みつまたっこくらぶ ※要予約

● 16（火） 離乳食教室 ※要予約 日曜日及び夜間の使用申請受付ています。

● 25（木） みつまたふたごっこ　※要予約 風呂、マッサージ機、スカイウェルは予約制です。

大井倉田保育園 滝王子保育園
☎/FAX 3776-8539 特にありません ☎/FAX 3775-4861 特にありません

一本橋保育園 特にありません 西大井保育園 特にありません

☎/FAX 3775-4351 ☎/FAX 3774-5315

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

【警察官をかたる呼び出し電話に注意！】

警察官をかたる犯人が、皆さんを警察署に来るように
　電話で呼び出して、留守宅に泥棒に入るという事件が発
　生しています。

　〇都内でも同様の電話が多数掛かってきています。
【定期訪問】　月１～２回　ボランティアさんが訪問し話し相手や安否 　　 覚えのない呼び出しを受けた際は、

 確認など。 　　大井警察署　（電話　3778-0110）
に確認してください。

 否確認。その電話で必要なご相談もお伺いします。 　〇在宅時でも玄関ドア等は施錠してください。

※電話・訪問とも無料でご利用いただけます。
   詳しくはお問い合わせください。 　　  い電話には出ないでください。

　　 玄関ドアのチェーン錠は外さずに訪問者を確認してください。
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　〇電話は、留守番電話設定にし、掛けてきた相手がわからな

　   支え愛・ほっとステーションでは主に一人暮らしの方や、日中
   一人になる方などに、定期電話と定期訪問のサービスを行って
   います。
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【時間はグループによって多少違います。】

大井図書館
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民　踊

西大井いきいきセンター

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。

　　　 　 午後

  　定期電話・定期訪問サービスの紹介です
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【定期電話】　月１～２回　お約束の日にちに職員が電話を掛けて安
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