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

・ 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・中高生）
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。
・ ごみはお持ち帰りください。
・ 事故防止のため、乳幼児をお連れの方はお子さんから目を離さないようお願いします。

・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 ・中高生タイム
時間：午後2時～4時45分 時間：午後5時～6時(火・水は午後7時まで)
対象：区内在住・在学の小学生（登録制） 対象：区内在住・在学の中高生（登録制）
定員：50名 定員：50名

・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「くらっタイム」
時間：午前9時30分～11時30分
対象：区内在住・在園の乳幼児親子（登録制） 
定員：月・土曜20組、火～金曜10組

・小学生タイム ・中高生タイム
時間：午後2時～4時45分 時間：午後5時～5時45分 
対象：区内在住・在学の小学生（登録制） 対象：区内在住・在学の中高生（登録制）
定員：20名 定員：20名

・1歳児からの奥歯磨き講座
日時：11月5日(金)　午前10時30分～11時15分
対象：1歳児
定員：8組程度
申し込み：窓口もしくは電話にて先着順で受付

・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
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 　 ・中高生タイム
時間：午後2時～5時 時間：午後5時～6時
対象：区内在住・在学の小学生（登録制） 対象：区内在住・在学の中高生（登録制）
定員：20名 定員：20名

・パパのベビーマッサージ
日時：11月6日（土）　午前10時30分～11時30分
対象：生後3～7か月親子（今回はパパとの活動になります）
定員：10組
申し込み：10月11日（月）より窓口もしくは電話にて先着順で受付
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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。

児童センター
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FAX　 3778-1263

回覧 2

☎ 　  3775-4352

支え愛・ほっとステーション

FAX　 3775-4352
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一本橋児童センター

滝王子児童センター

☎　　　3771-3885

☎　   3776-4881

6 87 9 10

FAX　 3771-6491

大井倉田児童センター

☎ 5728-9093　  FAX　3772-2076　品川区社会福祉協議会運営

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、10月上旬時点のものです）

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？
自宅での「いざ」という時に備え、救急代理通報装置を取り付けます。

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３６５日いつでも駆け付け、

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

※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



☎/FAX　 5718-1330
2日 (火) 消防署見学(3年)

☎　  3772-3006 5日 (金) 就学時健康診断
FAX　3772-0271 6日 (土) SHINAGAWA GLOBAL DAY

17日 (水) 生け花教室(4年2組) ①区内在住の60歳以上で利用券をお持ちの方。
20日 (土) 運動会(保護者のみ) 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。

1日 (月) 就学時健診
☎  　3771-5240 2日 (火) 社会科見学（3年）
FAX　3771-5348 6日 (土) 土曜授業日・学校公開

SHINAGAWA GLOBAL DAY
18日(木)～20日 (土) 展覧会

18日 (木) TOKYO GLOBAL GATEWAY（5年）
20日 (土) 土曜授業日
22日 (月) 振替休業日
28日 (日) ＰＴＡ校庭開放

25日（木）実施　　
6日 (土) 土曜授業日 ※申込受付は1日(月)から16日(火)までです。

☎　  3771-3374 SHINAGAWA GLOBAL DAY 　 発表日18日(木)
FAX　3771-0944 20日 (土) 学芸発表会（1～4年）

26日 (金) 地域健全育成運営協議会 ●グループ活動（10月1日現在）
30日 (火) 就学時健康診断

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570

4日 (木) 難病療養教室（音楽療法）※ 要予約
9日・16日・30日 (火) みつまたっこくらぶ　※要予約 午前

18日 (木) みつまたふたごっこ　※要予約 午前
18日 (木) 難病講演会　※ 要予約

後日インターネット配信での聴講もできます

詳しいことは広報（10月21日号）を ・午前 …  9：00～12：00 
ご覧ください ・午後 … 13：00～16：30

30日 (火) 離乳食教室　※要予約 （時間はグループによって多少違います。）

☎ 3777-7151 FAX  3777-4970 ・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。

3日・10日・17日・24日(水) 15：00～ おはなし会  よろしくお願いいたします。
11日 (木) 休館日(毎月第2木曜日)
13日 (土) 雑誌リサイクル(休館日後の土曜日) ・風呂は予約制です。
15日 (月) 0,1,2さいむけ　赤ちゃんおはなし会（毎月第3月曜日開催）

28日 (日) 本のリサイクル市　10：00～15：00（雨天順延　12月5日の予定）　 ・マッサージ機・スカイウェルご利用の方は
 午後4時までにご利用ください。

・リバウンド防止期間（10月1日～24日）は、
 夜間は9時まで利用可能です。

☎/FAX 特にありません ☎/FAX 特にありません
3775-4861 3775-4351

☎/FAX 特にありません ☎/FAX 特にありません
3774-5315 3776-8539

午前 ・ 午後

●休館日

日曜日・祝祭日

●マッサージサービス

●入浴サービス

●ご利用できる方

          午後

グラウンド
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第1・第3
金

体　操 第1～第4

第1～第4
フラダンス 第1～第4火

月

新舞踊

曜日

　※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。
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９月中の特殊詐欺被害４件のうち３件が還付金詐欺被害でした。

（３件の還付金詐欺被害金額合計約３５０万円）

◎医療費などの還付金手続はＡＴＭではできません。

◎区役所職員や銀行員が電話でＡＴＭの操作を指示することはありません。

◎ＡＴＭ周辺では携帯電話は使わないでください。

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。

ＡＴＭで還付金は戻りません


