
 
                                               

 

 

 
    

 

 ※この情報は            

２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 
 

■「カジュアル紳士服」特集 

３/２２（日）～２７（金） 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  ３/２６（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。 

清水台保育園   電話/ＦＡＸ 03-3784-0519 

■ひなまつり  ３/３（火） 【０～２歳児】9:45～ 【３～５歳児】10:05～  １階ホール 

集会形式にて、ひなまつりの由来について話を聞いたり、皆で歌ったりし伝承行事に 

触れます。ぜひ、一緒に参加しませんか。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。 

■ふわふわカフェ  ３/１４（土） 10：30～14：00 ２階、クッキングサロン 
10:30～12:00 2 階でふわふわ ビニールトンネル（無料）                      

12:00～14:00 クッキングサロンにてカフェ  小銭をお持ちください(10 円～50 円程度、実費)      

※どちらも申し込み不要、全世代対象  カフェは売り切れ次第終了です。 

■ゆめいっぱいハッピークラフト  ３/１９(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 

 

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

■学校公開（卒業おめでとう集会）  ３/７（土） 10:15～11：45  体育館 

1～5 年生が 6 年生へ卒業のお祝いと感謝の気持ちを込めて、「卒業おめでとう集会」を 

行います。各学年からの贈り物として、音楽や踊り、感謝のメッセージなどをおくります。 

また、縦割り班での思い出なども発表し、心温まる集会を行います。保護者や地域の方も 

参観可能です。 

■第６６回卒業式  ３/２４（火） 10:00～ 体育館 

 卒業生が、卒業の喜びを味わい、希望をもって清水台小学校を旅立てるように、 

全学年が見守る清水台小学校らしい式を計画していきます。 

■修了式  ３/２５(水) 8：25～8：35 体育館 

 児童一人一人が一年間の学校生活での成長を振り返り、進級に向けて意欲が 

もてるように修了式を行います。 

■春季休業日  ３/２６（木）～４/５（日） 

 

小山在宅介護支援センター 
電話 03-5749-7288 
ＦＡＸ 03-5498-0646 
今月のお知らせはありません。 

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

まだまだ寒い冬…お茶やお喋りに来ませんか？ 

       ～ フリースペース 「よりみち」 のお誘い ～ 
 

「出かける予定がないけど、どこか行きたいな…」そんなこと、ありませんか？ 

『よりみち』は、年齢、性別に関係なく、どなたでも自由に集まれる場所です。 

お茶を飲みながら、おしゃべりや折り紙、麻雀をして楽しみませんか？ 

参加のお申し込みは特に必要ありません。直接、会場へお越し下さい♪ 

日   時 ： 毎週金曜日(祝日・第 5 週は除く) 

 １３：３０ ～１５：３０  

場   所 ： 荏原いきいき倶楽部  １階  

     （品川区荏原６－２－８） 



 

 
         
 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  ３/２８(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・小学校低学年対象  ※無料 

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

 

■保護者会(低学年)  ３/２（月） 15：00～16：00 各学年ブース 

１年間の学習と生活を振り返り、成果と課題についてお話をします。 

■保護者会(４・５年) ３/５(木) 15：00～16：00 各学年ブース 

 １年間の学習と生活を振り返り、成果と課題についてお話をします。 

■二延音楽隊スプリングコンサート ３/７（土） 14:00～15：45 アリーナ 

 二延音楽隊が、一年間の成長を披露します。また、卒業する６年生部員をお祝いします。 

曲目は「夜のとばりが降りるように」「メイク・ハー・マイン」他です。 

■卒業式  ３/２４（火） 10:00～11:30 アリーナ 

 小学校６年間の全課程を修了した児童に、卒業証書を授与します。卒業の喜びを味わわせ、 

進学への希望と意欲をもたせます。 

■修了式 ３/２５（水） 8：20～8：40 アリーナ 

 学年修了の喜びを児童が互いに祝い合います。一年間の学校生活を振り返り、進級に向けた自覚と意欲を

培います。 

■春季休業日  ３/２６（木）～４/５（日） 

 

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

■STOP!子どもの事故 

～１日に約３８人以上の子どもが救急搬送！！～ 

 日常生活の中でケガをして、１年間に 13,927 人の子ども（12 歳以下）が救急車で医療機関へ搬送され

ています。１日にすると約３８人もの子どもが救急車で医療機関へ搬送されています。特に、１歳児、２歳

児が多くなっています。（統計は東京消防庁ホームページをご覧ください。https://www.tfd.metro.lg.jp） 

 

～年齢ごとに見る特徴的な事故～ 

・０歳 

 ベッドやソファといった家具などから「落ちる」事故が多く発生しています。また、包み・袋やたばこ、

玩具を「誤って飲み込む」事故も多く発生しており、何でも口に入れてしまう特徴がみてとれます。また、

乳児用のミルクでも、窒息してしまう事故が発生しています。 

・１歳 

 一人歩きを始める頃で、階段や椅子、ベッドなどから「落ちる」事故や机・テーブル、その他の家具に起

因する「ころぶ」事故、「ぶつかる」事故が多く発生しているのが特徴です。 

・２歳 

 椅子や机・テーブルなどの家具類に起因する「ころぶ」事故が多く発生しています。 

自転車の補助イスから「落ちる」事故や手動ドアに「はさむ・はさまれる」事故も多く 

発生しているのが特徴です。 

・３～５歳 

 階段や机・テーブルで「ころぶ」事故が多く発生しています。また、自転車の補助イス 

から「落ちる」事故、アメ玉類や玩具などを「誤って飲み込む」事故も多く発生している 

のが特徴です。 

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 

品川区手話講習会 受講生募集 

■奉仕員養成講座 

 ◎入門課程・・・学習経験の無い方で聴覚障害者とのコミュニケーション手段を学んでみたい方。 

日程：６月～１２月の月曜日 全２２回（詳細は募集要項を参照） 

時間：<午前クラス>10:00～12:00 <夜間クラス>18:45～20:45 

定員：各クラス３０人（応募多数の場合抽選） 

 

◎基礎課程・・・初級・入門課程修了者で、手話の日常会話を行うのに必要な手話表現技術を 

学んでみたい方。 

     日程：６月～令和３年２月の月曜日 全２７回（詳細は募集要項を参照） 

時間：<午後クラス>13:30～15:30 <夜間クラス>18:45～20:45 

定員：各クラス３０人（応募多数の場合抽選） 

 

■手話通訳者養成講座 

 ◎通訳Ⅰ課程・・・手話で自分の考えや意見を十分に伝えられ、聴覚障害者の手話が理解でき、 

自由な会話が出来る方で 手話通訳者を目指す方。 

日程：６月～令和３年２月の木曜日 全３４回（詳細は募集要項を参照） 

時間：13:30～15:30 

定員：２５人（選考試験あり） 

 

◎通訳Ⅱ課程・・・基本的な手話通訳を行え、なおかつ講習会終了後、品川区の登録手話通訳者として 

活動が可能な方。 

日程：６月～令和３年２月の木曜日 全３４回（詳細は募集要項を参照） 

時間：18:45～20:45 

定員：２０人（選考試験あり） 

 

～共通～ 

■開講式：６/６(土)10:00 荏原文化センター 

■申込み：募集要項をよく読み所定の申込用紙に必要事項を記入し、宛名を明記した返信用 

郵便はがきを同封し、心身障害者福祉会館へ郵送か持参。（※３/３１（火）必着） 

■受講料：無料（テキスト代のみ実費負担あり） 

■募集要項・申込用紙の配布場所 

心身障害者福祉会館、区役所障害者福祉課、地域センター、文化センター、図書館等の窓口、 

心身障害者福祉会館ホームページ（http://www.s-kaikan.net/）にて 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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/） 

＊選考試験＊ 

５/１０(日) 9:15 集合 内容･･･表現･読取り 

＊選考試験＊ 

５/１０(日) 13:15 集合 内容･･･表現･読取り･国語 

- 申込用紙送付先 - 

〒142-0064 旗の台 5-2-2  

品川区立心身障害者福祉会館  

 

旗の台保育園  電話/ＦＡＸ 03-3784-1903 
■ひなまつり  ３/３(火) 10：00～10：45 保育室 

 お子さんと同年齢のクラスにて一緒にひなまつりの会に参加します。 

 平成２８年４月２日～平成３０年４月１日生まれのお子さんが対象です。 

（１、２歳児クラス親子１組) 

申込みは２/２８(金)までです。（各日 14:00～17:00 の時間で受付いたします。） 


