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荏 原 第 二 地 域 セ ン タ ー

電話 03-3782-2０００

旗の台保育園 
電話/ＦＡＸ 03-3784-1903 

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 

「誰かと話がしたいなあ」と感じていませんか？ 

～ 定 期 電 話 の ご 案 内 ～

支え愛・ほっとステーションから月に１～２回、安否確認の

電話をかけさせていただく 『 見守りサービス 』 があります。

◎ 対 象 ◎

高齢者のひとり暮らし・高齢者世帯の方 など 

 離れてお住まいのご家族の方からのご相談も承ります。

上記連絡先までお気軽にお問合わせください♪

・一日中、誰とも話をしていない 

・定期的に安否確認をしてほしい 

・色々な話や悩みを聞いてほしい 

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。 

清水台保育園
電話/ＦＡＸ 03-3784-0519 

今月のお知らせはありません。

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。 

荏原区民センター 
電話 03-3788-7939 ＦＡＸ 03-3788-7940 

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。 

昭和６２年から、全国一斉に毎年１１月９日が「１１９番の日」として制定されました。

この機会に消防の仕事や１１９番通報についての理解を深めましょう。 

 東京消防庁管内で１１９番通報すると、２３区内は千代田区、多摩地区（稲城市を除く）

は立川市の災害救急情報センターにつながり、そこから災害現場に近い消防隊や救急隊に出

動指令されます。消防隊や救急隊が迅速に災害現場に到着するためには、住所や災害の内容

などの正しい通報が必要です。 

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

   ■１１９番通報の日

   ■１１９番通報の仕組み 

   ■正しい通報要領 

東京消防庁 通報者 

消防庁、火事ですか、救急ですか。 火事です。 

消防車が向かう住所を教えてください。 品川区旗の台六丁目２４番１１号です。 

何が燃えていますか。 
（例）居間のカーテンが燃えています。 

（何が燃えているか具体的に伝えてください。） 

東京消防庁 通報者 

消防庁、火事ですか、救急ですか。 救急です。 

救急車が向かう住所を教えてください。
品川区旗の台六丁目２４番１１号、 

○○マンション○号室です。 

どうしましたか。 
（例）父が突然倒れて、意識がありません。 

（誰が、どうしたのかを伝えてください。） 

名前を教えてください。 

（場合によって、電話番号を聞きます。）

○○○です。 

（電話番号は○○○○-○○○○です。） 

 いざという時に備えて、電話のそばに「住所、名前、目標、電話番号」を記入したメモ

などを準備しておきましょう。 

 目の前で火災や急病人・けが人が発生した場合は、誰でも気が動転し興奮した状態になりが

ちです。１秒をあらそう時でも落ち着いて１１９番通報できるように、町会・自治会が実施す

る防災訓練等で通報訓練を積極的に行い、正しい通報要領を身につけましょう。 

【火災の場合の通報要領（例）】 

【救急の場合の通報要領（例）】 

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

■「リサイクル自転車」 販売会  

10/22（木） 11：00～18：00 1 階 店頭 ※9：30 より整理券配布 

月１回恒例の販売会です。１人１台限定 ・ギア無 ６,９７５円 

・ギア付 ８,９７５円 

※10月より防犯登録料値上げの為、若干価格を変更する予定です。 

■「婦人コート パート①」 特集  

10/22（木）～26（月） 13：00～16：00 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 

■「１００円均一処分セール」  

毎週金曜日 11：00～18：00 １階 店頭 

衣料品、雑貨などすべて１００円で大処分します。 

（税込、防犯登録料を含む） 

※価格変更の予定あり！ 

（荏原第二地域センター内）



清水台小学校

■あいさつ運動 5 班  10/5（月）～9（金） 

6 班  10/12（月）～16（金） 

7 班  10/19（月）～23（金） 

8 班  10/26（月）～30（金）

礼儀正しく、気持ちのよいあいさつができるように、縦割り班で取り組みます。

1年生にとっては、初めてのあいさつ運動となります。

「自分からすすんで」「元気に」「相手の目を見て」のめあてを頑張ります。

■新入学児童家庭用の学校公開 10/2（金）・3（土）・5（月） 8：45～11：55 各教室

令和3年度新入学児童を対象に学校公開を実施します。事前の申し込みは不要です。 

 感染症対策のため、見学は廊下からとなりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

■在籍児童家庭用の学校公開 10/2（金） 13：15～14：40（5・6 校時） 4 年生保護者対象 

10/5（月） 13：15～14：40（5・6 校時） 3 年生保護者対象

10/17（土） 8：45～11：10（2・3 校時） 1・5年生保護者対象

感染症対策のため、参観希望時間を事前に調査したり、出席番号順に時間を指定したりして、 

学校公開を行います。見学は廊下からとなりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

■体育大会 10/9（金） 予備日 10/12（月） 9：00～11：55 校庭

 昨年度までの「運動会」に代わる体育的行事です。日常での体育学習の内容を基本として、 

規模を縮小した「体育大会」を行います。 

 感染症防止対策の観点から密集を回避するために、保護者や地域の皆様への公開は行いません。 

■校外学習 10/1（木） 1 年生：生活科見学（都立林試の森公園） 

■校外学習 10/28（水） 6 年生：社会科見学（国会議事堂・昭和館） 

■校外学習 10/29（木） 2 年生：生活科見学（しながわ水族館） 

 校外学習等における感染症対策を十分に講じた上で、各学年で実施していきます。 

■読書旬間 10/19（月）～30（金） 8：25～8：40（朝学習） 各教室 

 清水台小学校の児童は、本が大好きです。図書館の図書貸出し数は、区立学校の中でも 

トップクラスです。 

朝学習の時間に各学級で朝読書に取り組んだり、教員による読み聞かせを行ったりします。 

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

■オーあそびタイム！ 旗の台文化センター スポーツ室 定員：各回 15人まで（先着順） 

毎週水曜日 小学生 14：00～14：50 / 中高生 15：00～15：50 

小学生以上が対象です。バドミントンやバスケットボールなどができます。 

  スポーツ室を利用する方も登録用紙の提出が必要です。 

また、旗の台児童センターで受付、検温をしてからスポーツ室に移動してください。 

心身障害者福祉会館 障害者地域活動支援センター

■要約筆記啓発講座
 聞こえにくい方のために話し言葉を文字にして伝える方法を学びます。

日 時：12/4・11・18・25（金） 13：30 ～ 15：3０（全4回） 

対 象 者：品川区内在住か在勤の18歳以上で、健聴の方10名（抽選） 

場 所：品川区立心身障害者福祉会館  

費 用：無料 

申込方法：11/20（金）（必着）までに往復はがきに 

講習会名・氏名（ふりがな）・住所（区外の方で在勤の方は、勤務先住所も記載）・ 

電話番号・年齢を明記の上、下記までご郵送ください。 

電 話 03-5750-4996 

ＦＡＸ 03-3782-3830 

ホームページ  
http://www.s-kaikan.net 

- 往復はがき 送付先 ‒  

〒142-0064 品川区旗の台5-2-2 

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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

「新しい生活様式」への切り替えのご協力をお願いします。
品川区ホームページ

「新しい生活様式」について

各教室 

電話 03-3781-4841  FAX 03-3781-4838 

8：05～8：15 正門

全日（弁当持参） 移動手段：電車 

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

■2020 スポーツフェス 9/30（水）～10/2（金） 8：45～12：15 校庭 

全校での運動会が実施できないため、今年度は学年ごとに、 

徒競走や紅白対抗競技、選抜リレーなどを行います。 

■二延人権週間 10/12（月）～17（土） 

各教科・領域の学習の中で、人権についての考えを深め、人権尊重の精神を育みます。 

■学校公開 10/15（木）～17（土） 8：45～12：15（土曜日は11：00 まで） 各教室 他 

保護者・地域の皆様に、日頃の学習の様子を参観していただきます。 

木曜日には市民科授業地区公開講座があります。 

■学校説明会 10/17（土） 11：20～12：00 アリーナ 

 来年度入学する児童の保護者を対象として学校説明会を実施します。 

本校の教育活動について、資料をもとに紹介します。 

■全校校外学習 10/23（金） 8：45～15：00 林試の森公園 

 秋の自然に親しんだり、なかよし班で協力してオリエンテーリングをしたりして、 

楽しく一日を過ごします。 


