
 
                                               

 

 

 
    

 

 ※この情報は            

１月１９日現在のものです 

 

編集・発行           

荏 原 第 二 地 域 セ ン タ ー                                 

電話 03-3782-2０００  
 

荏原第二地域センター    

電話 03-3782-2000    

ＦＡＸ 03-3782-2511 

 今月のお知らせはありません。 

旗の台文化センター 

電話 03-3786-5191    
ＦＡＸ 03-5702-2846 

今月のお知らせはありません。 

 

リサイクルショップ「リボン」 旗の台店 電話 03-5498-7803 FAX 03-5498-7804 
 

■「紳士・婦人のバッグ」特集 「寝具・タオル」特集  

２/２２（土）～２/２７（木） 13：00～16：00 受付 １階 カウンター 

特別企画として予約なしで出品を受付します。 ※期間中、１人１回１０点まで 

■「リサイクル自転車」販売会  ２/２７（木） 11：00～19：00 １階 店頭 

※9:30 より整理券配布 ギア無 6,975 円 

 １人１台限定      ギア付 8,975 円 (税込、防犯登録料を含む) 

■「１００円均一処分セール」  毎週金曜日 11：00～19：00 １階 店頭 

衣料品、雑貨などすべて１００円で大処分します。 

支え愛・ほっとステーション  電話 03-6426-4110 FAX 03-3782-2511 

ちょっとしたお困りごとのお手伝い！ 

ほっとサービス を ご存じですか？ 
「換気扇を掃除したい」「衣替えをしたいが、衣装ケースが高い所にあって上げ下げできな

い」…など、ちょっとしたお手伝いが必要な時は、地域のボランティアの方が 30 分 200 円

でお手伝いします。 

 

 

 

 

利用料：30 分までは 200 円 

     ※30分を超えるごとに200円追加になります。 

対  象： 高齢者の一人暮らし 

       高齢者世帯など 

 

 ☆ボランティアで対応できない場合は、 

他のサービスをご紹介します。 

まずは、ご連絡ください。 

荏原区民センター  電話 03-3788-7939   ＦＡＸ 03-3788-7940 
■おはなし会プーさん  ２/２２(土) 11：00～11:30 和室 

・パネルシアター ・絵本読み聞かせ ・紙芝居 ほか 

幼児親子・小学生低学年対象  ※無料 

荏原消防署旗の台出張所   電話 03-3783-0119   FAX 03-3788-1478 
 

■火災から尊い生命を守ろう ～令和２年春の火災予防運動～  ３/１(日)～７(土) 

火災予防運動の目的 

 都民の皆様に防火防災に関する意識や防災行動力を高めていただくことにより、火災の発生を防ぎ、万が

一発生した場合にも被害を最小限にとどめ、火災から尊い命と貴重な財産を守ることを目的としています。 

 

～ストーブ火災を防ぐポイント～ 

・就寝時や外出時は必ずストーブを消しましょう。 

・ストーブのまわりに可燃物を置かないようにしましょう。 

・ストーブの近くで洗濯物を乾かさないようにしましょう。 

・給油は必ず電源やスイッチを消してから行いましょう。 

・ストーブを布団やカーテンの近くに置かないようにしましょう。 

 

～電気コード火災を防ぐポイント～ 

・コンセントにホコリがたまらないように、特に隠れているところに注意して定期的に掃除しましょう。 

・差し込みプラグをコンセントから抜くときは、電気コードではなくプラグ本体を持って抜きましょう。 

・電気コードの折れ曲がり、家具等の下敷きや挟まれに注意しましょう。 

・電気コードは束ねて使用しないようにしましょう。 

・テーブルタップは、決められた容量内で使用しましょう。 

 

清水台小学校   電話 03-3781-4841  FAX 03-3781-4838 

■学校公開  ２/１(土) 9:15～11：50  １５(土) 9：15～11:00 校内 

1 日は２～４校時、15 日は２～３校時の学校公開を行います。 

１５日に、４年生は「二分の一成人式」で自分が生まれてから現在までを振り返り、成長を喜ぶとともに、

自分の将来について考え、発表します。５、６年生は「ドリームジョブ」で様々な職業の方から話を聞き、

仕事に関心をもち、自分の将来について考える機会をもちます。 

■あいさつ運動  8:05～8：15 正門前 

【７班】２/３(月)～７(金) 【８班】２/１７(月)～２１(金) 

 朝の寒さも厳しい時期ですが、元気に「おはようございます」のあいさつを行います。 

■新１年生保護者会 ２/６(木) 14：30～15：30 体育館 

 令和２年度入学の保護者を対象とした説明会です。学校生活に関することや、 

入学までの準備品などについてお話します。 

■留学生交流会  ２/１３（木） 10：40～12：15 各教室 

オリンピック・パラリンピック教育推進事業の一つとして、留学生交流会を実施します。青少年国際交流

推進センターと連携して講師をお呼びし、様々な国の文化や生活について教えていただきます。 

■模擬選挙 ２/１７(月) 9：35～11：25 体育館 

 ５、６年生を対象とした模擬選挙を、品川区明るい選挙推進協議会（明推協）と立正大学法学部のご協力

で行います。 

１３日(木)にマニフェスト制作発表会を行い、１７日(月)には立会演説会と選挙を行います。 

■保幼小交流活動  ２/１８（火） 、２/２１(金) 、 ２/２７(木) 

 連携園である、グローバルキッズ荏原町、旗の台保育園と洗足うさぎ幼稚園の年長組を対象とした学校体

験活動を１、２年生が中心となって行います。 



 

 
         
 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

清水台保育園   電話/ＦＡＸ 03-3784-0519 

■節分集会  ２/３（月） 【０～２歳児】10:00～ 【３～５歳児】10:35～  １階ホール 

節分の由来について、集会の中で職員の寸劇を交え話をします。集会は年齢に合わせて 

２部形式で行います。参加希望の方は事前に電話にて連絡をお願いします。 

☆当日の進行状況により、時間が多少ずれる場合があります。ご了承ください。 

旗の台保育園  電話/ＦＡＸ 03-3784-1903 
■節分  ２/３(月) 10：00～10：45 各クラス保育室 

 お子さんと同年齢のクラスにて一緒に豆まきの会に参加します。 

 対象年齢は０、１、２歳児です。(各クラス親子１組) 

申込みは 1/３０(木)までです。（各日 14:00～17:00 の時間で受付いたします。） 

■作品展  ２/７(金)、１０(月) 10：00～12：00 ホール 

 園児の作品を展示します。いろいろな材料を使ってのびのびと表現しました。 

ぜひご覧ください。  申込みの必要はありません。直接保育園に来てください。 

■保育体験  ２/２１(金) 10：00～10：45 各クラス保育室・園庭 

 お子さんと同年齢のクラスにて一緒に遊んだり、園児とふれあったりします。 

対象年齢は０、１、２歳児クラスです。（各クラス親子１組） 

申込みは 1/1８(火)までです。（各日 14:00～17:00 の時間で受付いたします。） 

第二延山小学校   電話 03-3781-1348  FAX 03-3781-1579 

 

■租税教室(６年)  ２/３（月） 9：30～10：15 ６年ブース 

税務署の方をゲストティーチャーとしてお迎えし、私たちの暮らしを支える税金の大切さについて学びま

す。 

■新１年生保護者会(学校説明会) ２/７(金) 15：00～16：00 二延ルーム 

 令和２年度本校入学者の保護者を対象に、説明会を行います。 

■学習発表会 ２/１４（金） 8:20～11：20  １５（土） 8:20～11:40 各教室・ブース・アリーナ 

 学年ごとにテーマと内容、方法を決め、今年度の学習の成果を発表します。 

金曜日・土曜日とも保護者が鑑賞できます。 

■「夢の実現」の授業(６年)  ２/１８（火） 8:40～10:15 二延ルーム 

 ゲストティーチャーをお迎えし、夢をもつことやその実現に向けて努力を 

続けることの大切さについて学びます。 

■体力アップ週間 ２/１７（月）～２１(金) 8：20～8：35 アリーナ・校庭 

体力アップを目指し、様々な種目にチャレンジします。種目ごとに、 

自分なりのめあてをもって取り組みます。 

■６年生を送る会 ２/２７(木) 10：35～11：25 アリーナ 

 全校児童で６年生の卒業をお祝いします。また、６年生との学校生活を 

振り返り、感謝の気持ちを表します。 

■感謝の会 ２/２８（金） 14：00～15：30 アリーナ 

 ６年生が小学校生活を振り返り、お世話になった方々への感謝の気持ちを表します。 

参列した保護者、地域の方々、教職員は、６年生の卒業をお祝いします。 

小山在宅介護支援センター 電話 03-5749-7288 ＦＡＸ 03-5498-0646 
■第３０回 生と死を見つめる懇談会 「歯ナシにならないハナシ」～お口の健康をもう一度考えましょう～ 

２/１５(土) 14：00～16：00 平塚橋ゆうゆうプラザ １階コミュニティ室 

 口の中の歯や唾液などに関することを理解し、虫歯、歯周病などの歯の健康を学び、歯と口の中の健康づ

くりのポイントを紹介していただきます。参加をご希望の方は下記までお申込みください。先着７０名。 

申込：品川区立平塚橋特別養護老人ホーム           

電話：03-5750-3632（9：00～17：30 日・祝除く） 

主催：社会福祉法人 三徳会 

 

■高齢者と介護者のための料理教室  テーマ：時間栄養学！～免疫力を上げよう～ 

２/２５(火) 13：30～16：00(受付 13：00～) 平塚橋ゆうゆうプラザ 

 申 込：特別養護老人ホーム 成幸ホーム 

 電 話：03-3787-3616 

 費 用：600 円 

 持ち物：エプロン、筆記用具 

①登録手話通訳者選考試験 

日時：３/１４（土） 9:15 受付開始 

  内容： 

一次試験（9:３０～11:00 頃） 

手話読み取り（音声）・一般常識 

（12:00 前後に合否の連絡） 

二次試験（13:00～16:00 頃） 

手話表現・面接 

受験料：無料 

会 場：心身障害者福祉会館 

②登録手話通訳者選考試験対策講座  

対象者：試験受験者 

日 時：３/７（土） 9:00～12:00 

内 容：読み取り・聞き取り通訳の実践練習 

受講料：無料 

 

 

会 場：心身障害者福祉会館 

心身障害者福祉会館 障害者地域活動支援センター       電 話 03-5750-4996 

   ＦＡＸ 03-3782-3830 

■品川区登録手話通訳者選考試験および登録試験対策講座の募集について 

詳細は募集要項、会館ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込方法：募集要項に添付の申込用紙記入後、宛名を記入し 84 円切手を貼付した返信用封筒を同封の 

うえ、下記までお送りください。 

＊締 切：２/２８(金)必着 

＊申込先：品川区立心身障害者福祉会館 障害者地域活動支援センター 

〒142-0064 品川区旗の台 5-2-2 

＊募集要項・申込用紙配布場所：心身障害者福祉会館、障害者福祉課、地域センター、文化センター、 

図書館、会館ホームページ（http://www.s-kaikan.net/） 

旗の台児童センター  電話 03-3785-1280  ＦＡＸ 03-3785-1260 
 

■おもちゃであそぼう  毎週水曜日 10：30～11：45 ２階 ホール 

 乳幼児親子対象です。コンビカーやボールプールで遊べます。申込み不要です。 

■ゆめいっぱいハッピークラフト  ２/２０(木) 15：00～17：00 ２階 遊戯室 
乳幼児親子・小学生対象です。何を作るかはお楽しみ！ 

当日、児童センターに直接お越しください。 申込み不要（先着１０名）無料 


