
 ※この情報は           

2 月 18 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

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

荏原第二地域センター 
電話 03-3782-2000 ＦＡＸ 03-3782-2511 

 「緊急事態宣言」発令期間中は、集会室の夜間貸

出を中止しています。また、この期間中、地域セン

ターは午後５時で閉館となります。 

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。 

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。 

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

 今月のお知らせはありません。 

緊急事態宣言発令中 
１．不要不急の外出自粛 

２．夜８時以降の外出自粛 

３．基本的な感染予防策の徹底

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。

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。

旗の台保育園 
電話/ＦＡＸ 03-3784-1903 

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

■「リサイクル自転車」 販売会  

3/25（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 ７,２００円 

・ギア付 ９,２００円 

■「カジュアル紳士服」、「婦人・紳士のバッグ」、「寝具・タオル」 特集  

3/23（火）～28（日） 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） 

※新型コロナウイルス感染予防のため、休業あるいはイベントを中止する場合があります。

消火栓や消防水利の標識付近への駐車はやめよう

■周囲への駐車はやめよう 
道路交通法では、消防水利や水利標識の周囲への駐車が禁止されています。 

これは、消防隊がいつでも消防水利を有効に活用できるようにするためです。 

具体的な駐車禁止の範囲は、次のとおりです。 

① 消防用機械器具の置場もしくは消防用防火水槽の側端、または 

これらの道路に接する出入口から５メートル以内の部分 

② 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置、または消防 

用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から５メートル以内の部分 

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

（荏原第二地域センター内） 受付時間：平日 9:00～17:00

～パ ネ ル 展 の ご 案 内 ～ 

「 地 域 の 方 と 一 緒 に 街 づ く り 」

支え愛・ほっとステーションは、区内13の地域センター内にある

高齢者の身近な福祉の相談窓口です。事業案内と、地域支援員さんの

活動紹介のパネル展を以下の日程で行います。 

お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。

【日時】 ３月１日（月）～12日（金） 

【会場】 品川区役所（品川区広町２-１-36） 

３階本庁舎と第二庁舎の渡り廊下

予約不要 

参加無料 



品川区手話講習会 受講生募集 

■奉仕員養成講座 

 入門課程：学習経験のな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 時：5/10（月）～11月までの月曜日 全22回 

午前クラス 10：00～12：00 定員10名 

夜間クラス 18：45～20：45 定員15名 

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 時：5/10（月）～12月までの月曜日 全27回 

午後クラス 13：30～15：30 定員10名 

夜間クラス 18：45～20：45 定員10名 

受 講 料：無料（テキスト代のみ実費負担：3,000円程度）

■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、 

      自由な会話ができる方で手話通訳者を目指す方  

日 時：５/13（木）～令和４年1月までの木曜日 全34回 

13：30～15：30 定員10名（選考試験あり） 

       選考試験：４/17（土）９：15集合 試験内容…表現・読取り 

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 時：５/13（木）～令和４年１月までの木曜日 全34回 

18：45～20：45 定員10名（選考試験あり） 

       選考試験：４/17（土）13：15集合 試験内容…表現・読取り・国語 

受 講 料：無料（テキスト代のみ実費負担：5,000円と別テキスト1,500円） 

合同開講式：なし 

各講座申込方法：募集要項を確認のうえ、申込用紙と返信用はがきを下記の申込先へ 

        ご郵送または、ご持参ください。 

募集要項・申込用紙の配布場所： 

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・ 

図書館等の窓口のほか、当館ホームページ（http://www.s-kaikan.net/） 

からもダウンロードできます。 

締  切：３/31（水）必着 

電話 03-3781-4841  FAX 03-3781-4838 清水台小学校
■卒業おめでとう集会 3/6（土） 10：30～11：55 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、合奏やダンス、感謝のメッセージなどをおくります。 

緊急事態宣言が解除されていないため、公開はできませんが、心温まる集会を行います。 

■第 67回卒業式 3/24（水） 10：00 開式 体育館 

今年度は10名の児童が清水台小学校を卒業します。新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、 

例年とは違い、出席できる人数等は限られますが、心に残る卒業式にできるよう、工夫して実施いたします。

■修了式 3/25（木） 8：25～8：35 体育館 

児童一人一人が１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（金）～4/5（月） 

学校はお休みですが、すまいるスクールは日曜日・祝日以外は実施しています。 

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

■６年生を送る会 3/4（木） 13：30～14：35 アリーナ・各教室 

 第１部では、なかよし班ごとに６年生の卒業をお祝いし、感謝の気持ちを表します。 

 第２部では、６年生の歌や合奏をみんなで鑑賞します。 

■感謝の会 3/5（金） 14：00～15：00 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。 

参列した方々や保護者、教職員は、６年生の卒業をお祝いします。 

■保護者会 1・2・3 年生 3/9（火） 

 4・5 年生   3/15（月） 

 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。 

■卒業式 3/24（水） 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（木） 8：20～8：40 

 学年修了の喜びを児童が互いに祝いあいます。 

 １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（金）～4/5（月）

15：00～16：00 各学年ブース

※応募多数の場合は、抽選 

※応募多数の場合は、抽選

-申込先- 

〒142-0064 品川区旗の台5-2-2 

品川区立心身障害者福祉会館

〒142-0064 品川区旗の台5-2-2 

電 話 03-5750-4996 / ＦＡＸ 03-3782-3830

ホームページ http://www.s-kaikan.net/ 

心身障害者福祉会館

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


