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児童センター

1 3

☎　   3776-4881

FAX　 3771-6491

☎　　　3771-3885

FAX　 3778-1263

支え愛・ほっとステーション

滝王子児童センター

大井倉田児童センター

一本橋児童センター

☎ 　  3775-4352

FAX   3775-4352

2回覧 10

・乳幼児親子のためのフリー利用「うごくんジャータイム」

時間：午前9時～正午

対象：区内在住・在園の乳幼児親子（登録制）

定員： 30組

予約：利用日前日に、電話または来館でお申し込みください。

※受付：平日・土曜 午前9時30分～午後6時 予約専用番号：03-3771-6491

・小学生タイム

時間：午後2時～午後5時

対象：区内在住・在学の小学生（登録制）

定員：50人

・お願い

★予約電話・利用登録は月曜～土曜にお願いします。(日曜・祝日はできません。)

・乳幼児親子のためのフリー利用「いっぽいっぽタイム」

時間：午前9時～正午、午後1時～午後1時45分

対象：区内在住・在園の乳幼児親子（登録制）

定員：10組

・小学生タイム

時間：午後2時～午後5時

対象：区内在住・在学の小学生（登録制）

定員：20人

・乳幼児親子のためのフリー利用「くらっタイム」

時間：午前9時30分～午前11時30分、午後1時～午後1時45分

対象：区内在住・在園の乳幼児親子（登録制）

定員：午前20組、午後10組

・小学生タイム

時間：午後2時～午後5時

対象：区内在住・在学の小学生（登録制）

定員：20人

・児童センターの利用には各館ごとに登録が必要です。（乳幼児親子・小学生共通）

平日・土曜日に受け付けます。事前または、利用当日に登録をお願いします。

・感染防止のため館内で食事はできません（飲み物は各自でお持ちください。）授乳はできます。

・ごみはお持ち帰り下さい。

・事故防止のため、お子さんから目を離さないようお願いします。

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。

（記載されている情報は、6月11日時点のものです）

定期電話・定期訪問サービスの紹介です
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。

【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確認をします。

【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否確認をします。

その電話で必要なご相談もお伺いします。

※電話・訪問ともに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。

大井第二支え愛・ほっとステーション



☎/FAX　 5718-1330
1日 (木) 安全指導日

☎　  3772-3006 水道キャラバン(4年)

FAX　3772-0271 2日 (金) オリンピック講演

3日 (土) 学校公開（保護者のみ）
大人CAP講習会

9日 (金) オリンピック講演/個人面談①

12日 (月) CAP講習会（3年）/個人面談②
13日 (火) 個人面談③
14日 (水) 研究授業

15日 (木) 個人面談④
16日 (金) オリンピック講演/個人面談⑤
19日 (月) 給食終了 

大掃除
20日 (火) 終業式

安全指導
21日 (水) 夏季休業日 始

21日(水)～29日 (木) サマースクール

※申込受付は毎月1日から第3火曜日までです。

1日 (木) TGG（5年）
☎  　3771-5240 3日 (土) 土曜授業
FAX　3771-5348 避難訓練

6日 (火) 保護者会（1・3・5年）
8日 (木) 保護者会（2・4・6年）

12日(月)・13日(火)・15日 (木) 個別補習
20日 (火) 終業式
21日 (水) 夏季休業日 始

3日 (土) 土曜授業日*公開予定　
☎　  3771-3374 20日 (火) 終業式
FAX　3771-0944 21日 (水) 夏季休業日 始　*～8/31(火)

*夏季水泳指導は実施いたしません。

☎ 3777-7151 FAX  3777-4970

7日・14日・21日・28日(毎週水曜日) 15：00～ おはなし会
8日 (木) 休館日(毎月第2木曜日)

10日 (土) 雑誌リサイクル(休館日後の土曜日)

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570

13日・20日・27日(火) みつまたっこくらぶ　※要予約

15日(木) みつまたふたごっこ　※要予約

27日(火) 離乳食教室　※要予約

・風呂、マッサージ機、スカイウェルは予約制です。

☎/FAX 特にありません ※5月25日現在の情報です。

3775-4861

☎ 3778-0110

☎/FAX 特にありません
3774-5315

☎/FAX 特にありません
3775-4351

  

☎/FAX 特にありません
3776-8539

大井第一小学校

伊　藤　学　園

滝王子保育園

大井保健センター

大井図書館

※新型コロナウイルス感染拡大等により、おはなし会は中止になる場合があり
　 ます。 詳細は図書館にお問い合わせください。

西大井保育園

 大井倉田保育園

午前

・午前　9：00～12：00

一本橋保育園

保育園

木
金
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月

体　操
民　踊

午前

折り紙

火・土

囲碁
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活動内容

29日（木）実施

三味線
ハーモニカ

時間

          午後
午前

抽選日21日(水)

●グループ活動

第1～第4
第1～第4

第1～第4
第1～第4

曜日

第1・2・4
月・水 第1～第4

金
水 第1～第4

第1～第4

土 第1～第4
第1～第4

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。利用券をおつくりします。

●休館日

日曜日・祝祭日

●マッサージサービス(1月を除く毎月第4木曜日に実施)

●入浴サービス

毎週　　水曜日・金曜日　12：00～16：00（予約制）

第1～第4
第1～第4
第2・第4

月
火

水・木
金
土

火
木

月・木
月・水・金

土

          午後

●ご利用できる方

山 中 小 学 校

学　校 西大井いきいきセンター

午前
グラウンド

ゴルフ

火

墨　絵

第1～第4 午前 ・ 午後

カラオケ

新舞踊

民謡

詩吟

第2・第4

          午後
午前 ・ 午後
          午後
午前 ・ 午後
          午後
午前 ・ 午後
          午後
          午後
午前 ・ 午後
午前

          午後

第1～第4

第1～第4

　　　　　『ワクチン』を口実にした詐欺に注意

〇偽の保健所職員や区役所職員が
　　　　　　　優先的にワクチン接種の予約ができます
　　　　　　　PCR検査が受けられます
　などと電話をかけています。これはすべて詐欺です。
〇新型コロナウイルス「ワクチン」は、予約も接種も、すべて
　 無料です。だまされないようにしてください。
〇大井警察署では自動通話録音機を無料で貸し出していま
 　す。
 　ご希望の方は、ご連絡ください。

火 第2・3・4 午前映画会
金 第1～第4 午前

フラダンス

・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。
　よろしくお願いいたします。

（時間はグループによって多少違います。）

・午後　1：00～ 4：30

          午後

大井警察署


