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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

■集会室の利用休止 10/1（金）～12/28（火） 終日 （予定） 

 10 月 1日より、2階集会室を含む空調設備の改修工事にともない、集会室の利用を休止させて 

いただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

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。 

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。 

-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 

障害者地域活動支援センター 

電 話 03-5750-4996  ＦＡＸ 03-3782-3830心身障害者福祉会館 

■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：11/5～26の金曜日 全４回 13：30～15：30 

対 象：区内在住か在勤の18歳以上で、健聴の方10人（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：往復はがきに、講座名（要約筆記啓発講座）・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号 

在勤の方は勤務先の名称・所在地を明記し、下記の申込先までご郵送ください。 

締 切：10/22（金）（必着）まで 

募集要項の配布場所： 

 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・図書館などの窓口ほか、 

ホームページ（http://www.s-kaikan.net/）からもダウンロードできます。 

https://shinagawa-eco.jp/cgi-bin/ribon/topics.cgi 

※リサイクル自転車の販売会は中止しています。 

※緊急事態宣言中は、休業する場合があります。 

 ご来店の際は、電話でのお問合せまたは、ホーム

ページにてご確認ください。 

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

■「婦人コート」特集パート① ・「毛皮レザー」特集  

10/22（金）～26（火） 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。長い丈のコートは対象外です。 

■「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。 

荏原消防署旗の台出張所   電話 03-3783-0119 FAX 03-3788-1478
★消防設備の点検に際し、悪質業者にご注意ください！ 

突然家や事業所に訪問し、消防設備の点検・販売・リースの内容を十分に説明せずに強引に作業を 

行い、料金を請求される被害が発生しています。被害事例としてスーパー、工場、マンション等消火 

器の設置本数が多い建物に被害が相次いでいますのでご注意ください。 

★こんな建物は注意！ 

・消火器の設置本数が多い建物 

・自宅の敷地にアパートを所有している一軒家 

   （日中、家に一人でいる時間帯に被害に合うことが多いです。） 

★こんな手口に注意！ 

１．出入りの点検業者を装う ２．勝手に作業してしまう ３．契約書に署名を求める 

４．代金を請求する     ５．脅迫する、返還を拒否する 

★トラブル防止のポイント 

1.業者が訪問し、出入りの業者（契約業者）を名乗った場合は、社員証等により、出入り業者であるか 

どうか必ず確認してください。 

2.防火管理者または防火の責任者に連絡し、直近の点検状況を確認（点検済であるかどうか）してください。

3.契約書等に署名・押印する前に、必ず記載内容の確認を行ってください。 契約内容について説明を求めた 

ときに、詳細に説明できない、早口でごまかそうとする業者の場合はきっぱりと契約を断ってください。 

時間を空けてもう一度考えると、おかしな点に気付くことがあります。 

4.安易に代金をその場で支払わないでください。 金額が高額だと感じる場合は他の業者にも見積もりを 

依頼することが大切です。 

5.消火器の機能点検や薬剤の詰替えには、防火管理者等が必ず立ち会い、点検の内容を確認してください。  

6.消火器の点検や詰替えのため、業者が消火器を持ち帰る場合は、必ず代替の消火器を設置させてください。

7.悪質な消火器業者の来訪に注意するよう、普段から社員や従業員に周知徹底してください。 

8.業者を不審に思った場合は、直ちに最寄りの消防署に連絡して相談してください。 

★被害にあったら 

勝手に消火器を持ち帰られたり、被害にあったりした場合は、警察に通報するとともに最寄りの消防署、

分署、出張所へ相談してください。 

契約および金額等については、品川区消費者センター（03-6421-6136）へお問い合わせください。 
引用 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/houmon_syoukaki.htm 



電話 03-3781-4841  FAX 03-3781-4838 第二延山小学校 電話03-3781-1348 FAX 03-3781-1579

■二延人権週間 10/11（月）～16（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 10/14（木）～16（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。木曜にはセーフティ教室があります。 

■セーフティ教室 10/14（木） 9：35～11：40 各教室・ブース 

 子どもが巻き込まれるおそれのある犯罪の概要および被害にあわない方法を中心に、荏原警察署の方にオ

ンラインでお話をしていただきます。 

■学校説明会 10/16（土） 11：15～12：00 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 10/22（金） 8：45～15：00 都立林試の森公園 

 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。 

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

お気軽にお問合せください。お待ちしています。 

（荏原第二地域センター内） 受付時間：平日 9:00～17:00

地域の身近な相談窓口 

支え愛・ほっとステーション です！

「支え愛・ほっとステーション」は、荏原第二地域センター内にあり、 

地域の皆様からご相談をお受けしています。

★ご近所で、最近見かけない方がいる、心配な方がいるなど、 

 どこに相談したらいいのか困っている。 

★前は自分でできていた電球交換やエアコンのフィルター掃除など、 

ちょっとした手助けを頼みたいなあ。 

★一人暮らしだから、急に具合が悪くなったら心配だなあ。 

★お話する機会が少ないので、誰かと話したいなあ。 

楽しく集まれる場所があったら行ってみたいな。など 

8：05～8：15 正門付近の校庭

全日 弁当持参 

移動手段：徒歩・貸切バス・電車 

清水台小学校 

■あいさつ運動 1 班  10/4（月）～8（金） 

2 班  10/11（月）～15（金） 

3 班  10/18（月）～22（金） 

4 班  10/25（月）～29（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。

10月からは後期の縦割り班となります。新しいメンバーであいさつ当番を務めます。

「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  10/15（金） 9：30～12：00/13:30～14：20・10/16（土） 9：15～11：50 

■新入学児童家庭用の学校説明会 10/16（土） 10：00～10：30 体育館 

令和４年度新入学児童を対象に学校公開・学校説明会を実施します。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 10/14（木）・15（金）  （オンライン公開になる場合もあります） 

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。ご理解とご協力をお願いいたします。各学年の日時は後日お知らせいたします。 

■校外学習 10/5（火） 1 年生：生活科見学（都立林試の森公園） 

■校外学習 10/7（木） 3 年生：社会科見学（区内巡り） 

■校外学習 10/8（金） 5・6 年生：遠足（高尾山） 

■校外学習 10/28（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 10/18（月）～29（金） 

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

トップクラスです。児童がおすすめの本の紹介カードを書き、図書館前に掲示します。 

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！ 毎週水曜日 14：00～14：50 / 15：00～15：50  

旗の台文化センター スポーツ室 定員：各回 20名まで（先着順） 

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には、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。 

■もっとあそびタイム！ 10/20（水） 16：00～17：30（小学生は 17：00 まで） 

旗の台文化センター スポーツ室 定員：20 名まで（先着順） 

小学生以上が対象です。毎月第3水曜日は、オーあそびタイム！の時間を延長して遊ぶことができます。

スポーツ室を利用するには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。 

■ベビーマッサージ 10/21（木） 13：30～14：30 定員：12 組

  助産師さんに教わりながら親子での触れ合いを楽しみます。 

 対 象：0歳児（2021年 4月 1日以降生まれ）親子 

 持ち物：おくるみ（バスタオル）・飲み物 

 講 師：北目助産師（公益社団法人東京助産師会） 

 申込み：10/1（金）9：30より受付開始（日・祝日除く） 

     旗の台児童センターに来館、または電話でお申込みください。 

     ※品川区民優先（先着順）となります。 

※上記の事業を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、事業を中止する場合があります。 

詳細は品川区のホームページまたは子育て応援アプリでご確認いただくか、直接児童センターにご連絡ください。


