
2018年　大井第二地域センター発行　☎ 3772-2000　FAX：3772-2076

※時間・対象・費用等の詳細につきましては各児童センターまでお問い合わせ下さい。

☎　 　 3776-4881
FAX　  3778-1263

☎ 　  3775-4352
FAX   3775-4352

大井倉田児童センター

詳細は各施設にお問い合わせくだ
さい。内容は変更になる場合があり
ます。裏面もご覧ください。

9

一本橋児童センター

児童センター

☎　　 　3771-3885
滝王子児童センター

FAX　　 3771-6491

10回覧 21 3 4 8765

1（水） ◎夏のエイブルアート（小学生対象）15:00～16:30 定員15名 要申込み制
乳幼児プール（乳幼児親子対象）10:30～14:30 ※8月31日まで土日・祝日を除く

7（火） 親子のひろば夏のつどい (0.1.2歳児親子対象） 11:00～11:30
※14日、21日、28日も実施

13（月)     おもちゃのひろば（乳幼児親子対象）10:30～11:45 
28（火)      おばけやしき（乳幼児親子・小学生以上対象）14:00～16:30 ※29日も実施

○トランポリンのつどい（幼児親子・小・中・高校生対象）

毎週火曜日15：30～17：30（対象によって、時間がわかれます。） 申込み不要

靴下・ズボンで来てください。（スカートではとべません。）

○卓球タイム （小学生～高校生対象） 毎週金曜日16：00～17：30 申込み不要

○ティーンズタイム 毎週火・水曜日 中高生は19：00まで利用できます。

○サマー赤ちゃんタイム（0歳児親子） 7/25～8/29 毎週水曜日 10：30～11：30

集い形式の交流タイムです。登録は要りません。お気軽にどうぞ。

○乳幼児サン！サン！プール 7/24（火）～8/31（金）10：30～15：00 ３階テラス

※日曜・祝日を除く

ぎょう虫検査はいりません。天候・気温等の都合で中止になることがあります。

○打ち水大作戦 7/24（火）～8/31（金）15：00～15：30 だれでも

プールのあとの水を使って、センター前の歩道を涼しくします。

プールが中止の時は、あわせて中止となります。

1（水） ◎乳幼児プール開放（乳児～幼稚園児）7月23日～8月31日（土日祝除く）

10：30～14：00 費用：無料 場所：一本橋児童センター屋上

いつでも工作・一本橋記録にチャレンジ

8月1日～8月28日（詳しくはセンターへお問い合わせください）

卓球強化練習（小中高生）15:30～16:30（毎週）

4（土） 親子で遊ぼう！(乳幼児親子）10:00～15:00（毎週）

卓球タイム（小中高生）15:00～16:00（毎週）

7（火） 夏休みとくべつウクレレタイム（3歳児～子育て中の保護者）10:30～11:30（毎週）

14（火） リクエスト工作第二弾「スライム」（3歳児～小中学生）14:00～15:00

費用：無料 定員：なし（材料がなくなり次第終了）

16（木） リクエスト工作第二弾「ボンドシール」（3歳児～小中学生）14:00～15:00

費用：無料 定員：なし（材料がなくなり次第終了）

22（水） みんなでスポーツ「夏休み卓球トーナメント大会」(小中学生）15:30～16:30

費用：無料 定員：なし

28（火） 一本橋収穫祭クッキング（3歳児親子～小中学生、子育て中の保護者）

「手作りピザ」 11:00～13:00 費用：1人200円程度 定員：先着10人

29（水） ◎ウォーターランド（乳幼児親子～小中学生）乳幼児親子の部13:30～14:30 

小中学生の部15:00～16:00 費用：無料 定員：なし



1 （水）～3（金） 夏季水泳指導 ☎/FAX　 5718-1330
☎　  3772-3006 13 （月）、14日（火） 学校休業日
FAX　3772-0271 28 （火）、29日（水） サマースクール

●休館日：日曜日、祝祭日
●入浴サービス：毎週水曜日・金曜日

13 (月） 休業日 12:00～16:00
☎  　3771-5240 21 （火）～24（金） 夏季水泳指導後期
FAX　3771-5348 31 （金） 夏季休業日終

　　特にありません
☎　  3771-3374
FAX　3771-0944

☎ 3777-7151 FAX  3777-4970

◎としょかんスタンプラリー 8/1～8/31

● 1（水）、8（水）、15（水）、22（水）、29（水） 15：00～ おはなし会
● 9(木）（毎月第2木曜日） 休館日
● 11(土）（休館日後の土曜日）雑誌リサイクル　　
● 17（金) 10：00～12：00 科学あそび教室
● 20（月)（毎月第3月曜日） 11：00～ 　0、1、2あかちゃんおはなし会

☎ 3772-2666 FAX　3772-2570 午前：9:00～12:00　　午後：1:00～4:30

●  7（火）、21（火）、28（火） みつまたっこくらぶ ※要予約
● 16（木） みつまたふたごっこ ※要予約 ● ふれあいランチ 毎週金曜日

● 21（火） 離乳食教室 ※10時30分までにお越しください。 ※30食限定

一本橋保育園 特にありません

滝王子保育園 特にありません ☎/FAX 
☎/FAX 3775-4351

3775-4861

特にありません 大井倉田保育園 特にありません

☎/FAX ☎/FAX

3774-5315 3776-8539

大井第二支え愛・ほっとステーション ☎5728-9093　 　 FAX　3772-2076 大井警察署 ☎ 3778-0110
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大井第一小学校

伊 藤 学 園

午前

第1～4

火・土 第1～4

午前

第1～4

第1・3ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ 午前

金

月

第1～4

午後

午後

第1～4

西大井いきいきセンター

午後

午後

午後
午後

午前

午後

午後

第2・4

ハーモニカ 水 第1～4

第1～4

月

三味線

フラダンス

第1～4

第1～4

金
火

土
民踊

新舞踊

第2・4

第1～4

折り紙
ダンス

民謡

金

月
火

第1～4

木

土

第1～4

カラオケ

詩吟 月・木

火

第1～4

水･木

午後

午後午前

午前

●グループ活動
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大井図書館

　　　　　　　　品川区社会福祉協議会運営
見守りサポーター養成講座のご案内　～あったか　見守りの　わ！

　隣近所で、「最近見かけなくなった」「昼夜関係なく電気が点いているのに人の気
配がしない」「物忘れが心配な方がいる」などの気づきについて学び、皆さんと安心
して暮らせる地域作りをしたいと思います。支え愛では「見守り」について出前講座
をしています。少人数でも集まる機会にお声かけください。
　 時　間：20分～30分程度(時間は相談の上)／費用：無料
＊町会や高齢者クラブ、サークル、学校、PTA、マンションの集会や勉強会など、そ
の他の集まりでもお伺いさせていただきます。（日程はご相談で）
●2（木）、9（木）、23（木）、30（木）　　　大井３丁目ゆうゆうプラザ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　フリースペース「よりみち・やまなか」

学校
山 中 小 学 校

西大井保育園

ご利用できる方は、区内在住の60歳
以上で利用券をお持ちの方。
初めて利用される方は、住所と生年月日
が確認できるものをお持ちください。利用
券をお作りします。
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【時間はグループによって多少違います。】
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午後

第1～4

　自動車内から鞄などが盗まれる「車上狙い」が
発生しています。
　車内に鞄を置きっぱなしにしたり、ＥＴＣカード
を挿入したままにせず、持ち帰りましょう。
　最近、「訴訟最終告知のお知らせ」との葉書が
各家庭に郵送されています。これは詐欺ですの
で、書面に記載されている連絡先に電話せず、
警察に相談してください。
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