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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）（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、集会室の貸出を休止しております。

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。 

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

■令和３年秋の火災予防運動
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。

■実施期間 11/９（火）～15（月） 

ＰＩＣＫＵＰ  
これから季節が冬になり、自宅に保管している電気ストーブを久しぶりに使うと思います。 
電気ストーブは石油ストーブに比べ火を使わないから安全と思われがちですが、実際は石油スト

ーブより火災件数が多い傾向があります。 

★★★電気ストーブを使うときの５つの約束★★★ 

１ 外出、寝る前には必ず消す。 

２ 燃えやすい物は近くに置かない。 

３ ストーブの上に洗濯物は干さない。 

４ 使わないときは電源プラグをコンセントから抜く。 

５ 電源プラグやコードが傷んでいたら使用しない。 

以上の５つのことを守り火災から身を守りましょう

■消防署からのお知らせ

現在、コロナ禍により集会形式の防災訓練などが思うように

開催できておりません。そのため、従来の集会形式ではなく、

アプリを活用した動画配信など、リモート形式の防災訓練に力

を入れています。ぜひスマートフォンで、“東京消防庁公式アプ

リ”をダウンロードしてみてください。また、動画サイト

YouTube にも“東京消防庁公式YouTube”があります。 

 分かりやすい動画を随時更新しておりますので、こちらも合

わせてぜひご活用ください。

令和３年度東京消防庁防火標語

もう一度 確認 安心 火の用心
作者 菅野 珠加さん（江戸川区在住）



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内） 受付時間：平日 9:00～17:00
「地 域」の 中 で、 

一 緒 に 活 動 し て み ま せ ん か？ 

高齢者の身近な相談窓口「支え愛・ほっとステーション」では、地域の中で活動していただける

ボランティア(地域支援員)さんを募集しています。地域に住む高齢者の「ちょっとした困りごと」

のお手伝いや見守り活動のほか、地域支援員同士で話し合いの場を持ち、安心して住み続けること

ができる支え合いのまちづくりを考えていきます。 

皆さんのご都合に合わせて活動していただけますので、お気軽にお問合せください。 

✿支援員の活動例✿

・電球交換や買い物の代行など、 

３０分程度のちょっとした活動 

・月１回程度、希望者のお家でのお話相手 

・集いの場「よりみち」のお手伝い 

・地域支援員の懇談会、交流会など 

７０、８０代の方

も活躍中！ 

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

■あいさつ運動 5 班  11/8（月）～12（金） 

6 班  11/29（月）～12/3（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。

■昭和大学との連携授業 5 年生 11/5（金） 9：00～11：45 第二延山小学校 アリーナ 

 第二延山小学校の5年生と合同で、昭和大学と連携した学習を行います。昭和大学病院で働く、医師・歯

科医師・薬剤師・看護師の方々から、それぞれの仕事内容等について教えていただきます。また、昭和大学

教授（医師）による「いのちの授業」も受け、病気や生きること等について考えていきます。 

■SHINAGAWA GLOBAL DAY 11/6（土） 8：45～11：25 各教室・体育館 

                    1・2 年生：学級担任と ALT（外国人講師）による授業 

                    3・4 年生：パラリンピックで品川区の聖火ランナーを務めた方を講師とした授業 

                    5・6 年生：学級担任と JTE（英語専科指導員）による授業 

 品川区の一貫教育で実現している「グローバル人材の育成」に関わる授業公開を実施します。本校では、

「英語授業」や「市民科授業（オリンピック・パラリンピック教育）」を行います。 

■校外学習 4 年生 11/11（木） 全日（弁当持参） 洗足池公園 

 校外学習等における感染症対策を十分に講じた上で、実施していきます。 

4年生は社会科「水の学習」として洗足池公園を訪れます。 

■学芸会 11/20（土） 体育館 

 感染症対策を十分に講じた上で、隔年実施の「学芸会」を行います。様々な制約がある中で、各学年で工

夫し、練習を重ねてきました。1・2年生にとっては『小学校初めての』、5・6年生にとっては『小学校最

後の』劇を発表します。参観については各家庭1名の予定です。詳細は後日配布いたします。 

■勤労旬間 香蘭女学校との連携活動 11/8（月）～11（木） 13：00～13：15 中原街道・学校周辺の歩道 

地域の一員として、気持ちよく生活できるように学校周辺の清掃を行います。異学年で構成する縦割り班活

動ですが、今回は隣接する香蘭女学校との交流も兼ねて、清掃活動を実施します。 

8：05～8：15 正門 



心身障害者福祉会館 

■高次脳機能障害者サポーター養成講座

障害への理解促進と当事者への支援者を増やすための養成講座。 

日 時：12/15・22・1/5・12・19（水）の午前 全５回 

対 象：区内在住か在勤で18歳以上の方10名（抽選） 

場 所：品川区立心身障害者福祉会館 

費 用：１,５４０円程度（テキスト代） 

申 込 方 法：往復はがきに、講座名（高次脳機能障害者サポーター養成講座）・住所・氏名（ふりがな）・ 

年齢・電話番号を明記し、下記の申込先までご郵送ください。 

締 切：1１/３０（火）（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。 

-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

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

■昭和大学との学習 ５年生 11/5（金） 9：00～12：00 二延ルーム 

今年度は、各学部に分かれての体験学習はできませんが、昭和大学髙宮先生のご講演などを通して、 

命の大切さについて考えます。 

■SHINAGAWA GLOBAL DAY 11/6（土） 8：30～11：55 各教室 他 

 英語学習やキャリア教育など、「グローバル人材の育成」に関する授業公開を実施します。 

また、学校動画が学校ホームページにも掲載されています。 

■どんぐり読書週間 11/8（月）～12（金） 各教室 

 読書に関する様々な取組みを通して、すすんで本を読もうとする態度を育てます。 

また、読書の範囲を広げ、豊かな心を育てることもねらいます。 

■就学時健康診断 11/18（木） 13：30～16：00 各教室 

 来年度入学予定の未就学児が、健康診断を受けます。 

■命のつながりの授業 ６年生 11/26（金） 13：50～15：25 ブース 

 昭和大学名誉教授 板橋家頭夫先生をお招きし、「命のつながり」について考えを深めます。 

保護者向けのお話もあります。 

■全校校外学習 11/30（火） 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。 



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② ・「箱入り陶器」特集  

11/22（月）～27（土） 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。 ロングコートは対象外です。 

※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。 

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。 

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。 

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。

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。 

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。 

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！ 11/17（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。 

■離乳食 9 カ月からの食事（3回食） 11/18（木） 13：30～14：30 定員：12 組

  栄養士から「離乳食」9カ月からの食事（3回食）について教わります。（講話のみとなります） 

 対 象：0歳児親子 

 講 師：品川栄養士会 須藤栄養士 

 持ち物：飲み物（水分補給用） 

 申込み：11/1（月）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。


