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広報

江戸時代、松尾芭蕉
ま つ お ば し ょ う

は泊船寺
は く せ ん じ

（東大

井4丁目）の住職
じゅうしょく

と親
しん

交
こう

が深く、境内
けいだい

にある牛耕庵
ぎゅうこうあん

をとても気に入ってい

たそうです。元禄
げんろ く

七年（1694）、芭蕉

が亡
な

くなるのと同じころ、牛耕庵の

古池の横にあった、芭蕉が好んだ柳

の古木が枯れてしまいました。約百

年後、俳人石河
い し こ

積翠
せきす い

がその柳の古木で芭蕉坐
ざ

像
ぞう

を彫
ほ

り、寺に安置
あ ん ち

したと伝えられています。

ある夜、寺から芭蕉坐像が盗まれてしまい
ました。みんなで手をつくしてさがしました
が見つかりません。
盗まれた像は、古道具屋

ふ る ど う ぐ や

に売られていまし
たが、古道具屋の主人はその像が、泊船寺か
ら盗まれた芭蕉像とは知りませんでした。
その日の真夜中、「おい！ おい！」と、ど
こからか人を呼ぶような声に、店の主人は目
をさましました。まわりに人はだれもいませ
ん。「気のせいかな」と思って眠ろうとしま
したが、しばらくすると、また、声が聞こえ
ます。表の戸を開けてみても、だれもいませ
ん。おかしいなと思いながら、布団

ふ と ん

にもぐり
こむと、やはり声がするのです。主人が声の
する方へたどって行くと、どうやらその日に
買った像から聞こえてくるようです。おそる
おそる像に近づいてみると、像は目に涙をう
かべて、「わしは、早く寺に帰りたい」と、
かすかな声で言っています。次の日も、また
次の日も、同じように泣くので、主人が調べ
てみると、泊船寺から盗まれた芭蕉像だとわ
かりました。かわいそうに思った主人は、あ
る夜、芭蕉像を白い布に包んで、泊船寺の門
のところにそっと返しておきました。
翌朝、寺の小僧さんが、門前で白い布に包
まれた芭蕉像を見つけて、元の場所に戻しま
した。これを聞いた村人たちは寺に集まり、
「芭蕉様が戻ってきたぞ」とみんなで喜びま
した。

【泊船寺】
室町時代の永徳二年に開かれたといわれ、境内には芭蕉
の句碑

く ひ

をはじめ、芭蕉ゆかりの多くの句碑があります。
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お近くの地域センターへ
気軽にお出かけください

地域センターでは、ふれあいサポート活動の推進や町会・自治会活動の支援など、各地域の実情にそった
地域の皆さんの自主的活動のサポートをしています。
また、区役所の身近な窓口として、住民票の写しや印鑑登録証明書などの交付もしています。今号では、
地域センターで取り扱っている窓口業務についてお知らせします。

●住民票の写しの交付
●住民票記載事項証明書の交付
●不在住証明書の交付
●印鑑登録証明書の交付
●外国人登録原票記載事項証明書・外国人印鑑登
録証明書の交付
●戸籍全部事項証明（戸籍謄本）・戸籍個人事項
証明（戸籍抄本）・戸籍の附票・除籍全部事項
証明・除籍個人事項証明・平成改製原戸籍謄
（抄）本の交付
●身分証明書の交付
●不在籍証明書の交付
●特別区民税・都民税の納課税証明書の交付
●特別区民税・都民税・軽自動車税の収納
●国民健康保険料・介護保険料の収納
●り災証明書の発行（火災は除く）
●有償刊行物の販売
●飼い犬の登録・死亡の届け出、注射済票の交付

●印鑑登録・廃止の届け出
●転入・転出・転居の届け出
●世帯主（員）変更・世帯合併・世帯分離の届け出
●国民健康保険・国民年金の加入・喪失などの届
け出
●介護保険証の交付
●母子健康手帳の交付
●転入学の届け出
●住居表示変更証明書の交付（3月まで。4月か
ら戸籍住民課のみで取り扱い）

問い合わせ／
各地域センター
地域活動課

15742－6690
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地域センターでは
こんな業務を行っています

全地域センター

＊の地域センター
品川第一　　大崎第一　　大井第一
荏原第一　　荏原第四　　八　　潮

西五反田3－6－3
13491－2000
不動前駅徒歩5分
五反田駅・目黒駅徒歩10分

大崎第一＊
大崎2－7－13
13492－2000
大崎駅徒歩8分

大崎第二

北品川3－11－16
13450－2000
新馬場駅徒歩3分

品川第一＊

南品川5－3－20
13472－2000
青物横丁駅徒歩5分
大井町駅徒歩10分

品川第二

八潮5－10－27
13799－2000
大井町駅東口・品川駅東口からバ
ス「八潮パークタウン」下車1分
大井競馬場前駅徒歩10分

八　　潮＊

南大井1－12－6
13761－2000
立会川駅徒歩5分

大井第一＊

西大井4－1－8
13773－2000
西大井駅徒歩10分

大井第三

平塚1－13－18
13783－2000
戸越駅徒歩5分
戸越銀座駅徒歩7分

荏原第三

小山3－22－3
13786－2000
武蔵小山駅徒歩5分

荏原第一＊

二葉1－3－37
13785－2000
下神明駅徒歩3分

荏原第五

中延5－3－12
13784－2000
荏原町駅徒歩1分

荏原第四＊
大井2－27－20
13772－2000
大井町駅徒歩10分

大井第二

荏原6－17－12
13782－2000
旗の台駅・西小山駅
徒歩10分

荏原第二

申請や届け出の際には、運転免許証やパスポート、
住民基本台帳カードなど来庁者本人を確認できるも
のをお持ちください

本人確認を
実施しています

受付時間 月～金曜
午前8時30分～午後5時
休　　日
土・日曜、祝日、年末年
始（12月29日～1月3日）

平日お越しになれない方へ 一部の窓口は夜間、土・日曜も取り扱います

窓口により取り扱う業務が異なりますので、事前にご確認ください。区ホームページでもご案内しています。

区　役　所 サービスコーナー

ご来庁の際には
運転免許証など本人確認できる
ものをお持ちください

※本庁舎3階出入り口・議会棟3階出入り口よりお入りください。
※戸籍の届書は、窓口開庁時間帯以外でも2階「夜間休日受付」（24時間年中無休）でお預かりします。

時間／午後5時～7時

●戸籍・住民票・印鑑登録・外国人登録な
どの届け出、証明書の交付
●介護保険料の納付、相談
●特別区民税・都民税の納付、相談、納課
税証明書の交付
●国民健康保険・国民年金の届け出、相談、
国民健康保険料の納付　など
※一部取り扱いできない業務があります。
会場・問い合わせ／
戸籍住民課（議会棟3階15742－6657）
高齢福祉課（本庁舎3階15742－6681）
税務課 （本庁舎4階15742－6662）
国保年金課（本庁舎4階15742－6675）

取扱業務
時間／午前8時30分～午後5時

●戸籍・住民票・印鑑登録・外
国人登録などの届け出、証明
書の交付
●国民健康保険の資格の届け出
など
※一部取り扱いできない業務が
あります。
会場・問い合わせ／
戸籍住民課日曜開庁担当
（議会棟3階15742－6657）
※日曜は13777－1111へ。

取扱業務
時間／午前8時30分～午後5時

●介護保険料・特別区民税・都民
税・国民健康保険料の納付、相談
※特別区民税・都民税の申告受け付
けは、3月2日・9日・16日の日
曜も行います。
会場・問い合わせ／
高齢福祉課
（本庁舎3階15742－6681）
税務課
（本庁舎4階15742－6671）
国保年金課
（本庁舎4階15742－6679）

取扱業務

火曜延長窓口 夜間、土・日曜も開設日曜開庁 3月16日（日）特別窓口
時間／午前8時～午後7時
※土・日曜は午前10時～午後3時。

●戸籍・住民票・印鑑登録・外国人登録
の証明書などの交付
※印鑑登録証明書の交付以外は、第三者
や代理人の請求はできません。
会場・問い合わせ／
大井町サービスコーナー
大井1－2－113777－0050
大井町駅ビル「アトレ」中央西口階段下
武蔵小山サービスコーナー
小山3－27－515749－0050
武蔵小山駅近く

取扱業務
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相談内容 曜日 時　間 場　所 相談内容 曜日 時　間 場　所 相談内容 曜日 時　間 場　所

区 民 相 談 B～F 09:00～17:00 13777－2000

法 律 相 談
第1 C 18:00～20:30

D、第2・4 B 13:00～16:00
税 金 相 談 第2・4 C 13:00～16:00
不動産取引相談 第2・4 F 13:00～16:00
人権身の上相談 第1・3 C 13:00～16:00
行政書士相談 第1～4 F 13:00～16:00
司法書士相談 第2 E 13:00～16:00
行 政 相 談 第1・3 E 13:00～16:00

外国人生活相談
英　語／D

09:00～17:00 15742－6842
中国語／E

建築構造相談 D 09:00～16:00
建築課
15742－6634へ予約

分譲マンション
管 理 相 談

第2・4 D 13:00～16:00

B～F 09:00～16:00
消費生活相談

G電話相談 12:30～16:00

D・F 13:00～17:00
児童課

家 庭 相 談
15742－6589

E 09:00～13:00
子育て支援センター
15749－1032

ひ と り 親
B～F 09:00～17:00

児童課
家 庭 相 談 15742－6589

B～F 09:00～17:00
児童課
15742－6959

児 童 相 談 B～F 09:00～17:45
東京都品川児童相談所
13474－5442

B～G 09:00～18:00
子育て支援センター
15749－1032

B～G 09:00～18:00
子育て相談センター
13778－1263

子 育 て 相 談 B～G 09:00～18:00
子育て支援センター
15749－1032

B～F 09:00～17:00
児童課
15742－6589

教 育 相 談 B～G 09:00～17:00 教育相談センター
13490－2000へ予約

女性のための
E 10:00～16:00

男女共同参画センター
相 談（ 電 話 ） 15479－4105

手話による相談 D 13:00～16:00 障害者福祉課
F 09:00～12:00 Fax 3775－2000

交通事故相談 B～F 09:00～16:00
城南交通事故相談所
15742－2061

内 職 相 談 B～F 09:00～16:00
産業振興課振興係
13787－3047

若年労働者相談 第1～4E 18:00～21:00
産業振興課経営相談係
15498－6334へ予約

特 許 相 談 第4F 09:00～12:00
産業振興課工業係
15498－6333へ予約
産業振興課経営相談係

経 営 相 談 B～F 09:00～16:00 15498－6334
へ予約

第1・3F 16:00～19:00ビ ジ ネ ス
よ ろ ず 相 談 第2・4C 10:00～13:00

15742－6863

13777－2000

区
　
民
　
相
　
談
　
室

当日午前9時から
13777－1111*
へ予約（先着）

相 談 案 内 ひとりで悩まず、ご相談ください ※祝日を除きます

中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

ビジネス支援図書館
（大崎図書館2階）
産業振興課工業係
15498－6333へ予約

住宅課

15742－6777へ予約
消費者センター

15718－7182

事業系有料ごみ処理券が下表のとおり改定されます。なお、家庭から出る有
料ごみ（大量に排出されるごみや粗大ごみなど）の手数料は変わりません。
料金改定後のごみ処理券は、3月21日（金）から「品川区有料ごみ処理券取扱
所」の掲示のある商店・スーパー・コンビニなどで販売します。4月1日（火）か
らお使いください。

改定前の料金のごみ処理券は、3月末までにお使いください。使いきれなかった場合は、特例とし
て、4月末まで使用することができます。4月末までに使い切れなかったごみ処理券は、清掃事務所
か資源循環推進課で、差額をいただいて新しい券と交換します。
※品川区有料ごみ処理券取扱所では交換できません。
※交換の時期・方法などについては、後日、本紙でお知らせします。

品川区有料ごみ処理券 現在の料金 改定後料金
70R券（ 5 枚で1セット） 1,890円 2,135円
45R券（10枚で1セット） 2,430円 2,740円
20R券（10枚で1セット） 1,080円 1,220円
10R券（10枚で1セット） 540円 610円

→
→
→
→

問い合わせ／品川区清掃事務所
品川作業係　　（大崎1－14－1  13490－7051）
荏原作業係　　（平塚1－10－1113786－6552）
資源循環推進課　（本庁舎7階15742－6843）

事業系有料ごみ処理券の料金が改定されます4月1日から

し な が わ
環境大賞が
決まりました

区では、区民の環境保全に関する自主的な取り
組みを進めるため、特に優れた環境活動を展開し
ている団体や個人を顕彰しています。
今年度は、コベルコ建機と清泉女子大学福祉環
境委員会の2団体をしながわ環境大賞として、ま
た、7団体を環境賞として顕彰し、2月16日Gに
授賞式を行いました。

「五反田綺麗にし隊」として地域の清掃活動や花植え活
動を行い、しながわECOフェスティバルにも参加するな
ど、環境啓発活動を積極的に行った。

清泉女子大学福祉環境委員会コベルコ建機

●荏原二丁目町会 ●西中延児童センター
●花のボランティアむつみ会 ●源氏前保育園
●八潮北小おやじの会 ●品川小学校
●品川ブロックPTA

環境賞（7団体）

環境課環境推進係15742－6949問

道路沿いの花壇の手入れや地域の美化
活動などに積極的に参加し、他団体と
の協力の輪を広げるなど、環境に配慮
した取り組みは、他企業の模範となっ
た。

しながわ環境大賞（2団体）

池坊、フレッシュ押し花＜初級・中上級＞、暮らしのフラワー
アレンジメント、茶道＜表千家・裏千家＞
デッサン、基礎からのデッサン・着彩、やさしい絵画教室、油絵、基
礎からの油絵、水彩画、淡彩画と色えんぴつ画、水彩色えんぴつのテ
クニックを学ぼう！～大人の塗り絵、パステルと水彩、パステル画、
植物画を描こう～ボタニカルアート、日本画入門、水墨画、絵手紙
楽しい書道、かな・実用書道、漢字書道、ペン習字、書道の
腕を生かす～賞状書士養成講座
こどものためのバイオリン教室＜幼児クラス＞、色彩感覚を
育てる～こどもお絵かき教室、こども絵画教室、こども油絵
教室、小中学生将棋教室、英語絵本の読み聞かせと手遊び～
Peek－a－Boo!（いないいないばあ！）2・3歳コース
基礎英語＜中学英語編＞、リラックス英会話、シニアの英会話、英
会話ゼミナール～ジャパンタイムズで時事英語、気軽に英会話＜入
門セミプライベート・初級セミプライベート・初中級・中級・中級
セミプライベート＞、イギリス英語で英会話、中国語会話＜初級・
中級＞、韓国語入門、韓国語会話＜初中級・中上級＞、基礎から学
ぶ韓国語＜初級＞、話そう韓国語＜中級＞、映画とドラマも楽しめ
る～もっと学ぼう韓国語＜中級＞、スペイン語会話＜初級＞

ヨガ、トリム体操、太極拳、気功法入門、社交ダンス＜入門・初
級・中級＞、フラメンコ、フラダンス、舞踊教室、エアロdeシェイ
プ、らくらくエアロ、トータルエクササイズ～脱！メタボリック症
候群、バランスウォーキング～美しい歩き方で健康ウォーキング
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囲碁＜入門・初級＞、月曜囲碁教室、将棋教室、仏像彫刻入門、木彫
教室、鎌倉彫、友禅染、手織りを楽しむ＜初級・中上級＞、手編み、
折り紙教室、ちりめん細工、王朝継ぎ紙、ちぎり絵、着付け教室、ベ
ランダガーデニング、心と身体を癒すハーブ＆アロマ、カリグラフィ
ー、パッチワーク、おしゃれなカルトナージュ、ハーダンガー刺しゅ
う、純銀クロッシェのアクセサリー～天然石やスワロフスキーを使っ
たワンランク上のジュエリー、スクラップブッキング～思い出の写真
を素敵にアレンジ

趣
　
味

新
規
講
座

わたしの童話～オリジナルの物語を書いてみよう、オペラに出掛けよう～新国
立劇場の施設見学＆オペラ上映会付、はじめてのパーソナルカラー～色彩技能
パーソナルカラー検定対応講座、赤毛のアンと村岡花子～赤毛のアン記念館・
村岡花子文庫を訪ねて、佐伯チズ式美肌への道～シンプルでお金のかからない
美容法、眉レッスンと若返りメイクテクニック、イーネ・オヤ～トルコの伝統
レース編み、ほどかないで出来る着物リフォーム、西麻布レストラン
「Furutoshi」料理長に習う本場のイタリアン、焼き洋菓子～ビギナークラス、
房総の太巻き祭りずし～千葉の郷土料理、天然酵母で作るベーグル・クロワッ
サン、デッサン体験講座、はじめてのベリーダンス～魅惑のダンスでシェイプ
アップ、とことんカラオケ道場、さわやかボイストレーニング、ABCから始め
る英語、らくらく英会話、スペイン語会話＜入門＞、韓国語能力試験4級～直
前特訓講座、ニーハオ！中国旅行会話、シニアのゆっくりパソコン教室＜入
門・初級＞、パソコンで自分史を作ろう！、パソコンで暑中見舞いハガキを作
ろう！、シニアの携帯電話～メールとカメラを使ってみよう＜DoCoMo編・au
編・SoftBank編＞

教
養
・
美
容

謡＜宝生流・観世流＞、俳句入門、俳句、詩吟、朗読～声で描く、エッセイを書
いてみよう～日々の出来事や旅の思い出を綴る、クラシック音楽のすすめ、家庭
で愉しむワイン、香りのある生活～アロマライフを楽しもう、ネイルレッスン、
表情筋を鍛えよう！～フェイスストレッチング

中高年のためのピアノ＜入門＞、ウクレレ＜初級・中級＞、フル
ート＜初級・中級＞、オカリナ＜入門・初級＞、ギター教室、ブ
ルースハープ入門～10穴ハーモニカ、合唱、やさしいシャンソン、
愛唱歌を歌いながらボイストレーニング、名曲を歌いましょう～
カンツォーネからオペラアリアまで、ジャズ＆ポップスを英語で
歌おう、やさしく歌える英語の歌、ハワイアンソングを歌おう、
童謡・唱歌を歌いましょう、楽しむ歌謡曲、カラオケ教室

音
　
楽

原則として週1回（3カ月）全10～11回です。
電話でメイプルセンター（西大井町駅前13774－5050）へ

※ホームページhttp://www.shinagawa-culture.or.jpでも紹介しています。
申会4月期生

募集
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コミュニティ
お互いに支えあうまち

私たちの“まちや人々”の暮らしを記録しよう
ビデオ撮影講習

番組紹介
明日のしながわに向けて 20分～00分～

はじめてのしながわまち歩きマップ
大森～西大井編

ビジネス支援図書館

ものづくり音散歩
プラスチックのことなら

品川区の1週間の動き
取材には区民の皆さんが活躍しています

区
か
ら
の
お
知
ら
せ

土

しながわ教育NEO
食と環境教育

今回は、2月に行われた20
年度の品川区当初予算案
のプレス発表で濱野区長
が説明した新年度の主な
取り組みを紹介します。

30分～

日

月

火

水

木

金

しながわ教育NEO
小中一貫教育

しながわ教育NEO
幼保小の連携

明日のしながわに向けて（30分番組）
濱野区長 平成20年度当初予算案を発表

わがまち発見
大井第一

こだわりの技と名品を訪ねて
江戸切子

なつかしい番組を一挙
に再放送

10分～

ケ ー ブ テ レ ビ品 川ル 5チャンネル
アナ
ログ 011チャンネルデジ

タル

毎日7時・10時・13時・16時・19時・22時から6回放送

品川区民チャンネル

品川区広報番組
3月

広報広聴課15742－6612問

多言語による広報番組

放送内容は、区ホームページから視聴
でき、専用機器に録音もできます。ま
た、災害時には、災害情報や生活情報
を放送します。

放送時間／午前6時56分から3分間
放送言語／

日本語と中国語
日本語と韓国語
日本語とタガログ語
日本語と英語
日本語と英語

放送内容／
3月3 日～ 防災ワンポイント
3月10日～ ネズミを追い出すこつ
3月17日～ 内臓脂肪を減らそう
3月24日～ 歴史館企画展

金曜日
木曜日
水曜日
火曜日
月曜日

し な が わ インフォ 

インター 

エフ エム放送 
 

「1週間の動き」「区からのお知らせ」の内容は土曜日に切り替えます

品川歴史
散歩案内電話で聞けます

中原街道と沿道の村々
3月31日Bまで

13777－7500
品川テレホンガイド（知っテル区ん） コード番号　6240

生涯学習課文化財担当
15742－6839
問

江戸時代の道
第12回

中原街道

※案内終了後、操作方法の案内に従っ
て、「7」を押した後に、4けたのコー
ド番号「6240」を押してください。

土曜・祝日＝午後3時
日曜・第2土曜＝①午前11時　②午後3時
各48人（先着）※小学生以下は保護者同伴。
各200円、4歳～中学生各50円￥

人

日

五反田文化センター
0141－0031西五反田6－5－113492－2451

問会

天体観望会「土星」
3月27日E午後6時30分～7時30分
40人（抽選）
3月8日G（必着）までに、往復はがき（家

族4人まで）で講座名、住所、電話番号、全員
の氏名・年齢を同センターへ　※定員に満たな
い場合は、10日B午前10時から電話受け付け。

申
人
日

★★

★★

3月のプラネタリウム 

番組については………… 広報広聴課 15742－6612
加入などについては…… ケーブルテレビ品川 13788－3811

問　い
合わせ

【環境】
水辺やみどりは、生活環境を
改善するとともに、鳥や昆虫
の生息環境の拡大にもつなが
ります。

【観光・交流】
水辺やみどりを整備しネッ
トワーク化することは、観
光や交流の拠点となる空間
を結ぶことにつながります。

をお寄せください

　一人ひとりが水やみどりについ
て『知り、見聞き（情報収集）し、
行動する（日々の生活を送る）』
ことが、「水とみどりのネットワ
ーク」を充実させます。このよう
な活動を広げていくことで、「安
らぎ」と「潤い」のあふれるまち
をめざします。 
　ここで紹介する活動もネットワ
ークの一部です。 

水とみどり 
のネットワーク 

蝶の道プロジェクト
チョウが生息しやすいよう地域
の環境改善を進めることで都市
の自然を再生させることを目的
とする活動です。このような活
動が広がることで、さらに環境
に対する意識の啓発につながっ
ていきます。

都市防災不燃化促進事業
大規模な公園や緑地などのみど
り空間は、災害が発生した際に
避難場所としての役割も持って
います。

親水護岸整備
河川沿いの空間に、観光イベン
トや地域交流の場として活用で
きる新たな資源として親水護岸
や連続した桜並木を整備するこ
とで、地域のより一層の活性化
につながっていくことが期待で
きます。日常の散歩やウオーキ
ングの場としても活用すること
ができます。

【防災・防犯】
水辺やみどりをネットワーク
化することは、避難場所と避
難路を結んで区全体の安全性
を高めることにつながりま
す。

しながわ花海道プロジェクト
「勝島運河の土手に花畑をつくろ
う」と商店会が中心となって行っ
ている活動です。美しい景観を作
り出すだけでなく、参加者の交流
の場にもなっています。地域ぐる
みの景観づくりがほかの地域にも
広がれば、美しい景観がそれぞれ
の地域ごとに生み出されていきま
す。

【景観・アメニティ】
地域にふさわしい水辺やみど
りは、地域が誇れる景観づく
りや快適な生活空間づくりに
つながります。

東五反田二丁目親水広場 東五反田二丁目親水広場 

主なご意見
区民の生命を守ったり、憩いの場となる公園な
どを整備・維持管理してほしい

水辺を活用できるよう整備してほしい

区民からの提案や区民ボランティアなどを活用
してほしい

区の考え方
環境・防災など、水とみどりの持つ様々な機能を充実させるために、
公園の整備を含め、機能ごとに施策を進めていきます
親水護岸の整備や利活用に向けた話し合いの場を設置し、また、観
光・交流と防災の視点からも水辺空間の整備を進めていきます
よりよいネットワークづくりに向けて、区民・企業・区が連携して
“ものづくり”や“しくみづくり”を進めていきます

昨年7月に実施した構想の中間案へお寄
せいただいたご意見を参考に、原案を作
成しました。いただいた主なご意見と区
の考え方は右のとおりです。多くのご意
見をいただきありがとうございました。

西霧ヶ谷公園（防災広場）

より多くの星を見るためには？

花海道（勝島運河）

八潮小学校での活動 八潮小学校での活動 



区はこれまでまちの大切な要素である「水辺」や「みどり」を結ぶため
に、「水とみどりのネットワーク」づくりに取り組んできました。さらに
近年、「水辺」や「みどり」が環境や防災、観光などの面で果たす役割も
期待されてきたことから、さらに有効な資源として活用するため「新・水
とみどりのネットワーク構想」をつくることとしました。
昨年7月に構想の中間のまとめに対してパブリックコメントを実施し、

様々なご意見をいただきました。このたび原案がまとまりましたので、ぜ
ひご意見をお寄せください。

O美術館　3月の催し
●5日dまで／更幽会展（書） ●8日g～

12日d／メイプルメイツ展　●15日g～19

日d／第71回龍峡書道会学生展　●21日f

～26日d／彩樹会展（絵画・彫刻・陶芸な

ど） ●28日f～4月2日d／海の写真展「海で逢いたいVol.12」 同

美術館（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階13495－4040午前10時～午
後6時30分）

品川区民ギャラリー　3月の催し
●6日e～10日b／第7回わたし達の掛軸展（掛軸・屏風・額） ●13日

e～17日b／三木小36期（昭和34年卒）企画展「FRIENDS36」 ●19日

d～24日b／第12回水墨南画木犀会展　●26日d～31日b／フラワー・

アート展「サロン杏」（押し花） 同ギャラリー（大井町駅前イト

ーヨーカドー8階13774－5151午前10時～午後8時）

加羽沢美濃 Presents
3大ピアニスト名曲コンサート
6月21日g午後2時開演（1時30分開場） きゅりあん大ホール（大井

町駅前） 3,000円（全席指定） 発売開始／3月22日g午前9時から＝

きゅりあん・メイプルセンター、午前10時から＝O美術館　※電話予約

は午前10時から、きゅりあん。 ※発売初日は、1人6枚までです。 ※

電話予約では座席の指定はできません。 ※就学前のお子さんの入場は

ご遠慮ください。 託児／2歳～就学前のお子さん10人先着、6月11日d

まで受け付け（おやつ代など300円） きゅりあん15479－4140

五街道クリーンウォーク2008
3月8日g午前9時30分集合　コース／東海道＝東品川公園（東品川3－

14）…日本橋　※11km。 五街道のごみを拾いながら散策　 無料

3月3日bまでに、はがきでコース名、代表者の住所・氏名・年齢・電

話番号、参加人数を同事務局（0 105－0004港区新橋5－20－41 5733－
5172）へ

荏原消防署　庁舎見学・体験イベント　
3月9日a午前10時～午後2時　 消火器訓練、はしご車乗車体験、放水体

験ほか　 無料　 当日、同消防署（平塚3－16－2013786－0119）へ

木村篤史 with  Marie 魅惑の舞踊ショー
30人抽選で無料招待
3月14日f午後7時開演（6時30分開場） 大田区民ホールアプリコ

（大田区蒲田5－37－3） 3月7日f（必着）までに、往復はがきで住所、

氏名、年齢、電話番号をケーエーミュージック・コミュニケーションズ

（0141－0031西五反田1－9－3ロイヤルオークA－101070－6982－8032）
へ　※当日券2,900円あり。

申

会日

参会￥

内日

申

￥内

日

問

￥

会日

問会

問会
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文化・

情報
イベント

=日時・期間　 =会場・場所　 =内容　 =対象・定員
=費用・料金　 =参加方法　 =申込方法　 =問い合わせ・主催問申参¥

人内会日

■目黒川水門絵柄完成記念式 周遊
船乗船、和太鼓など。3月30日a午
後1時～4時30分。東品川海上公園。
品川浦・天王洲地区運河ルネッサン
ス協議会事務局（中川特殊鋼内）・
秋山15462－8811
■攻玉社学園吹奏楽部第25回定期
演奏会 3月20日-午後5時30分～8
時。無料。当日、きゅりあんへ。1

3493－0331同学園・立崎
■小山台高校シンフォニックバンド演
奏会 3月28日f①午後1時30分～4時

10分②6時～8時40分。無料。当日、
きゅりあんへ。13714－8155同校
●小山トリムクラブ c午後7時。
小山小。3カ月2,000円。（入）500円。
13781－8375森口
●東大井トリムクラブ be午後7
時。立会小。月1,000円。（入）1,000円。
13776－0419益子
●詩吟―ゆたか吟詠会 60歳以上。
初心者歓迎。第1・3d午後1時。ゆ
たかシルバー（セ）。月1,000円。（入）
1,000円。13776－3165山崎
●英会話―LEA 初・中級程度。b

午後7時。メイプル（セ）。1回2,000円。
1090－5806－7591安田
●剣道―竹誠館剣友会 c、第2・4
e午後7時。荏原第三中。月2,000円。
13778－3000木田
●初歩の話し方―わくや会 第1・
3c午後7時。きゅりあん。1回1,000
円。13450－1410麻山

●囲碁―六三碁会 e午後5時30分。
旗の台文化（セ）。3カ月1,000円。（入）
1,000円。13785－8984渋谷
●マージャン―楽雀会 60歳以上。
f午後1時。ドラゴン（大崎3）。1回
1,500円。13784－0047萩原
●手品―五反田奇術会 初心者歓
迎。第1・3f午後1時。大崎第一（集）。
月1,500円。13445－8795小島
●健康太極拳 初心者歓迎。b午後
7時。城南小。月2,000円。1090－
3814－9419田草川
●ほのぼの川柳会 第1・3d午後2
時。旗の台文化（セ）。月500円。1

5434－1545久保田
●品川栄養士会 栄養士資格を生かし、
地域活動を一緒に。13783－3704日吉
●気功・太極拳―鶴友会 初心者・
高齢者歓迎。月4回b午後2時30分。
大井第三（集）。月4,000円。15709－
1169佐藤

Mini
Guide区民の皆さんの地域で行う

自主的な活動を紹介します。

ミ ニ ガ イ ド

略号／■イベント ●サークルなど
の会員募集 （セ）センター （体）体
育館 （集）区民集会所 （入）入会金

これまでは、公園などの施設を緑道や遊歩道などで結ぶハード面でのネットワークづく
りを中心に進めてきました。これからは水辺空間の活用も含めた、「区民と団体・企業と
のつながり」「ハード（施設）とソフト（しくみ）の連携」「水やみどりの利用の活用に
関する情報の共有」といった面を充実させたネットワークづくりをめざします。

管理工事課　0140－8715品川区役所第二庁舎5階
15742－6801 Fax5742－6887
E-mail:kanrikoj@city.shinagawa.tokyo.jp

問い合わせ

水とみどりのネットワークとは

1．区民と区が協働してネットワークづくりを進める
2．基本となる四つの機能面からネットワークを活用する方策づくりを進める
3．水辺や緑地を結ぶ緑道や遊歩道など施設のネットワークだけでなく、利用者や情報の
ネットワークづくりも推進する

4．成果を目に見える形にし、達成感を共有できるようにする

構想の基本的な考え方

「観光・交流」「環境」「景観・アメニティ」「防災・防犯」を「水とみどり」が持つ重要
な機能として掲げ、それぞれの機能を充実させることで、構想の実現に向けて今後進め
るべき施策の方向性を示しています。

「水とみどり」が持つ四つの大切な機能の充実

にご意見をお寄せ

●春の読書フェア
「春」にちなんだ図書を展示しま
す。
3月31日Bまで日

●春を楽しむコンサート
親子、友人、皆さんで一緒に楽
しみませんか。
3月23日A午後2時～3時

（1時30分開場）
ピアノ連弾＆ソロ／
近藤晃司・近藤真豊子

曲目／バッハ「主よ　人の望みの
喜びを」、ベートーべン「交響曲
第5番『運命』より第1楽章」ほか
430人（先着）
当日、荏原文化センター

（中延1－9－15）へ
参会

人

日

品川図書館
13471－4667
問

図書館

品　川

二　葉

荏　原

南大井

源氏前

ゆたか

大　井

五反田

大　崎

八　潮

内　容

春一番

春～芽生え

出発
たびだち

の季節

春～出発
たびだち

春、まっさかり！

春を感じてみませんか？

春～輪舞
ロンド

桜が咲いた

春～歩き出す季
と

節
き

春を探しに出かけよう

加羽沢美濃 横山幸雄 青柳晋 近藤嘉宏

「新・水とみどりのネットワーク構想（原案）」の全文は、区ホー
ムページ、管理工事課（第二庁舎5階）、区政資料コーナー（第三庁舎
3階）、地域センター、図書館、文化センター、シルバーセンターでご
覧になれます。
構想の内容や「水やみどりについて」「取り組んでみたい活動」「区
にやってほしいこと」など、自由な意見をお寄せください。
応募方法／3月21日Fまでに、意見、住所、氏名、電話番号を管理工
事課へ郵送かFAX、持参、Eメール



3月の区議会
本会議／27日e午後1時
予算特別委員会／3日b・4日c・6日e・7
日f・10日b～12日d・17日b午前10時
区議会事務局15742－6809

特定中国残留邦人などの方へ
支援給付が開始されます
次の方に国民年金保険料相当額の一時金を
支給することになりました。
次のすべてにあてはまる方

①明治44年（1911年）4月2日以降生まれ
②昭和36年（1961年）4月1日以降に中国
か樺太から初めて永住帰国
③1年以上国内に住所がある
④60歳以上の残留邦人
この一時金に該当し、老齢基礎年金を受給
することになった残留邦人と配偶者で一定
の収入以下の世帯に支援給付を行います。
受給するには、申請が必要です。4月1日c

から申請できます。詳しくはお問い合わせ
ください。
申請先／生活福祉課保護事務係
（第二庁舎3階15742－6713）

環境学習講座
エコ生活のススメ
3月22日g午後2時～4時
30人（先着）
3月17日bまでに、往復はがきかFAX

で講座名、参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を環境情報活動センター
（0140－8715品川区役所第二庁舎3階1・
Fax5742－6533）へ

家庭教育学級・講座などの
保育者と家庭教育の推進員募集

活動場所／文化センター、幼稚園、区立小
学校、保健センターほか
従事時間／午前・午後のなかで3時間程度
保育者登録説明会／4月10日e午前10時か
ら、多目的室（第二庁舎6階）
3月28日f（必着）までに、はがきか

FAX、Eメール（携帯電話からは不可）に
「保育者」か「家庭教育の推進員」とし、住所、
氏名、電話番号、資格・経験の有無を生涯
学習課社会教育係（0140－8715品川区役所
15742－6836 Fax 5742－6585 E-mail:oubo-
sha@city.shinagawa.tokyo.jp）へ

20年度特別区職員採用試験
●Ⅰ類試験日程
試験案内発表／3月19日d

申込締切日／4月14日b

1次試験／5月11日a

●主な受験資格（Ⅰ類）
事務・技術（土木造園・建築など）＝22～
27歳、福祉など専門的な職種＝22～29歳
で必要な資格・免許がある方、保健師＝22
～39歳で保健師免許がある方
※年齢は21年3月31日現在。
※募集する試験区分、採用予定数、受験資
格などは、試験案内をご覧ください。
●そのほかの採用試験
○Ⅲ類・経験者採用
試験案内発表／6月10日c

1次試験／9月15日-

○身体障害者採用
試験案内発表／8月7日e

1次試験／10月13日-

特別区人事委員会事務局任用課
15210－9787

公正証書遺言のつくり方
3月21日f午後2時～4時
30人（先着）
3月19日dまでに、電話で品川成年後

見センター（大井1－14－115718－7174）
へ

男女平等啓発紙「マイセルフ」
編集委員募集
4月～21年3月
企画、取材、記事作成、発行1回につき

（年3回発行）4～5回の編集会議に参加
※謝礼あり。
編集に興味がある区内在住の方3人

（選考）
3月18日cまでに、作文「男女平等や男

女共同参画に関して、記事でとりあげたい
こと」800字程度、住所、氏名、年齢、電
話番号を男女共同参画センター（0140－
0011東大井5－18－115479－4104）へ郵
送か持参

「男女共同参画推進フォーラム
2008」企画運営委員募集
11月22日gに開催するフォーラムの企画
委員を募集します。
4～11月
企画会議（全10回、金曜午前に開催）

に参加できる区内在住の方8人（選考）
※謝礼あり。
託児／1歳～就学前のお子さん6人
3月18日cまでに、男女共同参画センタ

ーで配布する申込書で「男女共同参画の視
点から取り組みたいテーマ・内容・講師
名」、住所、氏名、年齢、電話番号を同セ
ンター（0140－0011東大井5－18－11
5479－4104）へ郵送か持参

いのちを大切にし、だれもが生
きやすい東京をめざして
3月は東京都自殺対策強化月間
自殺は、こころの病気や経済的要因などい
ろいろなことがきっかけとなりますが、周
囲の人が早めに気づくことで防ぐことがで
きます。区では、自殺予防を地域から行う
ために、地域ネットワークづくりやこころ
の相談を行っています。
保健所13788－7016

保健センター13474－2904
大井保健相談所13772－2666

中防処理施設見学会
3月29日g午前10時～午後1時
中防不燃ごみ処理センター、中央防波

堤外側埋立処分場ほか（江東区青海）
※りんかい線東京テレポート駅集合・解散。
40人（抽選）
3月10日bまでに、往復はがき（1枚で4

人まで）で見学会名、代表者の住所・氏
名・電話番号、人数を東京二十三区清掃一
部事務組合（0102－0072千代田区飯田橋
3－5－1 16238－0615）へ

「早川サポーターズクラブ会員」募集
品川＆早川ふるさと交流
品川区と交流している山梨県早川町を、第
二のふるさとにしてみませんか。
4月1日c～21年3月31日c

特典／①早川の旬（特産品）定期便を年3
回お届け（物産会員のみ）②広報「はやか
わ」と会報「やまだらけ」をお届け　③早

川町の自然や歴史、文化を体感するツアー
に優先的に参加　④町営温泉入浴料を割引
⑤早川の旬の産品を会員特別価格で購入
⑥観光施設利用時にオリジナルサービス
年5,000円、物産会員14,000円
電話で（物産会員は5月31日gまで）日

本上流文化圏研究所10556－45－2160へ

「はやかわ冒険倶楽部」新会員募集
山梨県早川町を愛する仲間たちと活動し、
早川町の方との交流を楽しみませんか。
年5回程度、早川町でハイキング、陶芸、

カヌー体験、そば打ち、豆腐作り、温泉巡
りなど、会員の企画により実施
アウトドア・ライフに関心がある区内

在住か在勤の方30人程度（抽選）
年3,000円

※実費負担あり。
説明会／3月7日f午後7時から、荏原第五
区民集会所（二葉1－3－37）
はやかわ冒険倶楽部・鈴木1・Fax

5749－7003（午後6時～9時）
問
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内

申
￥
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申
人
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問

申

人
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H O T L I N E =日時・期間　 =会場・場所　 =内容　　　 =対象・定員　　
=費用・料金　 =参加方法　　 =申込方法　 =問い合わせ　　　問申参¥

人内会日

（6）

種類
期間

内容

対象

謝礼

保育者
5月1日から2年間

学級・講座受講者
のお子さんの保育

60歳以下で保育
士・教員・看護師
などの資格がある
方、育児経験のあ
る方
70人（選考）

1回3,400円

家庭教育の推進員
登録時から3年間
主に学級・講座な
どの運営にかかわ
る軽易な事務
社会教育主事講習
修了者、生涯学習
アドバイザーなど
の資格がある方、
講座運営に関心の
ある方
若干名（選考）
1回2,300円

3月14日f・15日g

午前10時～午後4時
産業PRコーナー

（西品川1－28－3中小企業セン
ター1階）
産業振興課振興係

15498－6335 
問

会

日

昭和42年入門

紋章上絵
堀　宏之伝

統
工
芸
の
実
演

マイバッグ（買い物袋）を
ご持参ください

ミニ青空市

3月13日e午前10時から
ミニ青空市、食に関する啓発パネル展示、

リサイクル製品展示販売　
共催／品川区消費者団体連絡会

消費者センター
（大井1－14－115718－7181）

問会

内

日

●上場株式などをお売りになった方へ
株式などを売却した方の申告書の作成がで
きますので、ぜひご利用ください。
①「確定申告書等作成コーナー」から「e-
Taxを利用しない場合又は作成を再開する場
合はこちら」を選択します。
②「作成コーナーの選択等」の「所得税の確
定申告書」から「分離課税の申告書（申告
書Bと申告書第三表）」を選択します。取引
明細書などに基づいて、入力を開始します。
※ほかの所得がある方は、併せて入力して
ください。
③「株式に係る譲渡所得等の金額の計算明細
書」「確定申告書B・第三表」を印刷します。
※繰越控除の適用を受ける方は、「付表」も
印刷します。
※源泉徴収票などは、「申告書B第二表」の
裏面に添付してください。

●税に関する質問にコンピュータが
お答えします
○インターネットをご利用の場合は、タッ
クスアンサー・ホームページhttp://www.
taxanswer.nta.go.jpへ。
○FAX・電話をご利用の場合は、コード表
の中から知りたい内容のコード番号を探し、
タックスアンサー13213－2222へ電話をか
け、案内にしたがって操作してください。
※コード表は、FAX（コード番号0010）で取
り出せます。税務署や品川区税務課（本庁
舎4階）にもあります。

税税のたより
所得税の還付申告はお早めに

国税庁のホームページhttp://www.nta.go.jpでは、自宅で、

24時間いつでも所得税の確定申告書（土地・建物などの譲

渡所得も一部可能）・青色申告決算書・収支内訳書・消費

税の確定申告書・贈与税の申告書が作成できます。

相談・問い合わせ／
品川税務署 ……………13443－4171
荏原税務署
所得税・個人消費税…13783－6182
譲渡所得・贈与税……13783－5362
税金の納付……………13783－5381
東京国税局税務相談室…13821－9080

①日本語教室
4月17日～7月3日の火・木曜

（全20回）
午前の部＝午前10時～正午
午後の部＝午後1時30分～3時30分
夜間の部＝午後6時30分～8時30分
クラス／パート1（初めて日本語を習う

方）＝午前の部・午後の部・夜間の部
パート2（ひらがな・カタカナの読み書
きができる方）＝午後の部・夜間の部
パート3（日常会話のできる方）＝午後
の部・夜間の部
区内在住か在勤の外国人の方各18人

（支払い順）
人

日

③英会話教室
4月16日～10月1日の水曜

（全20回）
午前の部＝午前10時～正午
午後の部＝午後1時30分～3時30分
夜間の部＝午後6時30分～8時30分
クラス／ステップ1＝初歩的な英語を理

解できる方
ステップ2＝初歩的な会話のできる方
ステップ3＝日常会話のできる方
各18人（抽選）
各19,000円（テキスト代込）

申込締切日／3月21日F（必着）
￥
人

日

②生け花教室
4月18日～7月11日の金曜

午後1時30分～3時30分（全12回）
区内在住か在勤の外国人12人・日本

人8人（抽選）
14,000円

申込締切日／3月19日D（必着）
￥

人

日

品川区国際友好協会の講座
○区内における自主活動を援助します
区で生活する外国人との交流をテーマとして、
区民が自主的に計画・実施する活動で適当と
認めたものに、一定の条件のもとに援助・助
成（資金の助成、協会の後援名義の使用許可
など）を行っています。随時受け付けていま
すので、詳しくはお問い合わせください。
※営利的、宗教的、政治的要素を含む活動は
対象外。
－－－－－－－－－－共　　通－－－－－－－－－－

申込締切日のある場合はその日までに、
協会ホームページの申込フォームか、①②は
FAX③は往復はがきで教室名（①③はクラス
と部も）・住所・氏名

ふりがな

・年齢・性別・電話番号、
在勤者は勤務先の名称・所在地・電話番号、
外国人は国籍を同協会（0140－0005広町2－
1－36第三庁舎4階15742－6517 Fax 5742－
6518http://www.sifa.or.jp）へ
※申し込みは1人1通。

申会

お知らせ
平成20年（2008）3.1



二人で子育て（両親学級）
沐浴・お話編
3月22日g午前9時～正午
25組（先着）
3月4日cから、電話で保健センター

13474－2225へ

子育て学級（幼児編）
3月18日c午前10時～正午
講話、グループワーク
1歳6カ月～2歳11カ月児と保護者10組

（先着）
電話で大井保健相談所13772－2666

へ

むし歯撃退教室
3月27日e午前10時～11時30分
歯が8本くらい生えたお子さんと保護者

20組（先着）
知って得するむし歯予防、効果的な歯

磨き法と嫌がる場合の克服法
3月3日bから、電話で保健センター

13474－2902へ

幼児食教室
3月19日d午前10時30分～正午
講義「食事のポイント」、試食
1歳6カ月～2歳児と保護者25組（先着）
電話で保健センター13474－2902へ

難病の方のためのリハビリ教室
3月27日e午後1時30分～3時30分
パーキンソン病・脊髄小脳変性症など

の難病の方と家族30人（先着）
電話で保健所13788－7016へ

成人歯科健康診査
該当年齢でまだ受診していない方は、今
月中に「成人歯科健康診査実施歯科医院」
のステッカーやポスターがはってある区
内契約歯科医院で受診してください。
3月31日bまで
区内在住で20年3月31日現在40・45・

50・55・60・65・70歳の方
健康課保健衛生係15742－6743

呼吸器リハビリ太極拳講習会
3月28日f午後1時30分～3時30分
荏原文化センター（中延1－9－15）
18歳以上で肺気腫・慢性気管支炎・気

管支ぜん息などの慢性呼吸器疾患の方と
家族50人（抽選）
3月14日f（必着）までに、はがきで講

習会名、住所、氏名、年齢、電話番号を
健康課公害補償係（0140－8715品川区役
所15742－6747）へ

精神保健家族勉強会
3月12日d午後1時30分～3時30分
講演「自立支援制度について」
精神障害者の家族と関係者30人（先着）
電話で保健所13788－7016へ

介護者教室
●戸越台在宅介護支援センター
3月22日g午後1時30分～3時
戸越台特別養護老人ホーム

（戸越1－15－23）
車いすなどへの乗り移りの介護の基本
20人（先着）
電話で同センター15750－1053へ

●小山在宅サービスセンター「小山の家」
3月29日g午後2時～3時30分
成年後見制度と市民後見人について
25人（先着）
電話で同センター（小山7－14－18

15749－7251）へ

医薬品特例販売業（歯科・ガス）
を開設しようとする方の認定試験
5月16日f

4月1日c～14日bに、申込書を保健所
13788－7033か保健センター13474－
2229へ持参
※詳しくはお問い合わせください。

食に関する相談

主催／品川栄養士会
健康課健康づくり係15742－6746問
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●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として区内在住・在勤・在学の方

保 健 所 荏　原2－9 －6 13788－7016
保健センター 北品川3－11－2213474－2225
大井保健相談所 大　井2－27－20 13772－2666

問い合わせ

あ な た と 区 と の
平成20年（2008）3.1

健 康

（7）

3月2日（日）
9日（日）

品川区医師会休日診療所 …北品川 3 － 7 －2513450－7650
荏原医師会休日診療所 ……中　延 2 － 6 － 5 荏原医師会館内

13783－2355

内 小
内 小

3月2日（日）

石井診療所 ……………南大井 4 － 5 － 6 13761－5477
河辺歯科医院 …………大　崎 2 － 2 －2013491－5023
とよつぐ歯科クリニック …平　塚 1 － 6 －2013788－0907
清水接骨院 ……………大　崎 2 － 6 －1913779－6183
押田接骨院 ……………小　山 2 － 8 －1313787－8036

内 小

休日昼間・夜間 診療時間　午前９時～午後10時　　　　　　　　固定診療所

休日昼間 診療時間　午前９時～午後５時

歯
歯
骨
骨

小
月～金曜日

荏原医師会附属診療所 ……中　延 2 － 6 － 5 荏原医師会館内
（15歳未満） 13783－2355

小児平日夜間 診療時間　午後７時30分～午後10時30分　　　 固定診療所

東京都保健医療情報センター（ひまわり）…… 15272－0303
東京消防庁テレホンサービス……………………13212－2323
品川消防署 … 13474－0119 大井消防署 … 13765－0119
荏原消防署 … 13786－0119 救急相談センター …………＃7119

医療機関
の24時間
案　　内

内

土曜日夜間 診療時間　午後５時～午後10時

●品川区テレホンサービス13777―1135 ※重病の方は119番をご利用ください。

内科 小児科 歯科 接骨内 小 歯 骨

3月9日（日）

おりしきみつるクリニック…東大井 2 －19－1115762－2789
廣瀬歯科医院 …………大　崎 3 － 6 －1113491－9668
土佐歯科クリニック …小　山 3 － 7 －1715702－1554
飯塚接骨院 ……………南大井 4 －11－ 6 13763－3270
誠道館清水接骨院 ……小　山 3 －16－ 5 13783－0685

内 小
歯
歯
骨
骨

診療所応急 ※行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

3月8日（土）
荏原医師会附属診療所 ……中　延 2 － 6 － 5 荏原医師会館内

13783－2355

3月1日（土） 品川区医師会休日診療所 …北品川 3 － 7 －2513450－7650内 小

小

日　　時 会　　　場
3月12日D 武蔵小山商店街パルム会館
13:00～16:00 （小山3－23－5）
3月17日B 消費者センター1階啓発展示室
12:30～16:00 （大井1－14－1）

かけない
吸わない
飲まない で人気 高齢事業課いきいき事業係

（0140ー8715品川区役所15742ー6733）

問

い き い き 健 康 マ ー ジ ャ ン 広 場

コース

五反田

荏原

五反田
一般

（4コース）

ゆっくり

会場

日本健康麻将協会
（西五反田2－4－2
東海ビル2階）

荏原いきいき倶楽
部（荏原6－2－8）

日本健康麻将協会

日本健康麻将協会
ほか

日時
4月8日～21年3
月31日の火曜
午前10時～午
後1時
4月10日～21年
3月26日の木曜
午前10時～午
後0時30分

隔週の水曜か
金曜午前10時
～午後4時

第2・4火曜か
木曜午前10時
～午後4時

費用

1日
1,500
円

1日
1,000
円

1日
各
1,500
円

対象
60歳以上でマ
ージャン経験
のない方
28人（抽選）
70歳以上でマ
ージャン経験
のない方
12人（抽選）
60歳以上でマ
ージャン経験
があり点数が
わかる方
各8人（先着）
60歳以上でマ
ージャン経験
があり点数が
わからない方
若干名（選考）

申込方法
3月14日F（必着）
までに、はがきに
「マージャン広場」
とし、コース、住
所、氏名、生年月
日、電話番号を高
齢事業課いきいき
事業係へ

電話で、高齢事
業課いきいき事
業係へ

3月12日Dまでの月～金曜午
前9時～午後5時に、本人が電
話でコナミスポーツ＆ライフ
13746－5706へ
※代理申し込みはできません。
高齢事業課いきいき事業係

15742－6733

問

申

参加者と
トレーニング協力員募集

コース

いきいき
（全24回）

はつらつ
（全24回）

会場
いきいきラボ
関ヶ原（東大
井6－11－11）
荏原いきいき
倶楽部
（荏原6－2－8）

保健センター

日時

5月8日からの月・木曜
午前10時～11時30分

5月9日からの火・金曜
午前10時～11時30分

5月9日からの火・金曜
午後2時～3時30分

5月8日からの月・木曜
午後2時～3時30分

費用

各
7,200円

9,800円
（歩数計
代込）

対象（先着）
次のすべてにあてはまる方各11人
①おおむね65歳以上
②自力で会場へ通える
③運動をするのに支障がない
④3月14日F午前（荏原いきい
き倶楽部）・17日B午前（いき
いきラボ関ヶ原）・18日C午
前・午後（品川第一区民集会所）
に行う説明会に必ず出席できる
上記にあてはまり、体力に自
信のある方
16人

内容

マシンを使った筋
力トレーニング、
ストレッチなどを
通して日常生活に
必要な動作をスム
ーズに行える筋力
づくりやバランス
維持

ウオーキングなどい
きいきコースより進
んだ体力づくり

いきいきラボ関ヶ原＝月・木曜
午前9時30分～正午
荏原いきいき倶楽部＝火・金曜午
前9時30分～正午
保健センター＝月・木曜か火・金
曜午後1時30分～4時

会場の準備、トレーニングの補
助など
※謝礼1回2,000円。
※事前研修あり。
各6人（選考）人

内日
●トレーニングを補助していただける方も募集します

初
め
て
の
方

経
験
の
あ
る
方

月～土曜午前8時30分～
午後5時30分（東五反田は
午前9時～午後6時）
※保育園の休園日は利用でき
ません。
要件／カルチャースクール、
映画鑑賞や観劇などでのリフ
レッシュ、買い物、ボランテ
ィア活動など
※年度内60日まで。
1時間500円　※食事代300円・おやつ代100円・ミルク代100円別。
利用日の1カ月前～前日の月～金曜午前9時～午後5時に希望の保育園へ
実施保育園、保育課幼保一体推進係15742－6597問

申
￥

日

○東五反田の利用時間が変更になります
○中原が終了し、ぷりすくーる西五反田に移行します

4月から生活支援型一時保育（オアシスルーム）
の利用要件と実施園などが変わります

保育園 住所 電話

東大井 東大井1－22－16 3471－1190

旗の台 旗の台5－19－5 3784－1903

大崎 大崎5－2－1 3492－6265

大井倉田 大井4－11－8 3776－8539

水神 南大井6－2－15 3761－0321

荏原 荏原2－16－18 3781－2101

東五反田 東五反田5－24－1 3443－1629

ぷりすくーる西五反田 西五反田3－9－9 5759－8061

高齢事業課15742－6733問

3月6日・13日・20日・27日　 65歳以上の方
プログラム参加者は無料
「しながわ出会いの湯」カードを持って区内公衆浴場へ参会

￥

人日
●

毎週木曜日は
●

3月30日（日）午前10時～午後3時
※29日（土）午後6時～8時30分は前夜
祭でライトアップ、甘酒サービス、屋
台など。
浜川公園（南大井4－8）周辺
公園内会場＝ステージ、バザー、屋

台など
商店街＝フリーマーケット、こども商
店街など
※出店者・ボランティア・ステージ出
演者募集中。
主催／桜新道共栄会
同実行委員会・貴田

1090－4835－2090
問

内
会

日

楽しく暮らすには筋力アップで体力維持!!



■健康とスポーツの祭典
だれにでもできるメタボ対策・肥満解消
3月15日g・16日a午前10時～午後3時
八潮小学校（八潮5－11－17）

八潮中学校（八潮5－11－2）
15日＝サッカー、バドミントン

16日＝太極拳
15日・16日＝吹矢、ダーツ、ノルディ
ックウオーキング
1日100円

運営／
大井・八潮地区スポ・レク推進委員会
運動できる服装で費用と、室内競技

は上ばきを持って、当日会場へ
生涯学習課スポーツ係

■総合体育館トレーニング室
春分の日　特別プログラム
3月20日-

16歳以上の方
1種目400円
運動できる服・運動靴・タオル・

補給用水分を持って、当日同体育館へ
参会

￥
人

日

問

参

￥

内

会
日

■社交ダンス初心者教室
4月1日～7月29日の火曜日

午後6時30分～8時30分（全16回）
東品川文化センター

（東品川3－32－10）
モダン・ラテン種目の基本と初歩ス

テップ
20歳以上の初心者男女各30人（抽選）
6,400円
3月12日dまでに、はがきで教室名、

住所、氏名、年齢、電話番号をスポー
ツ協会へ

■しながわ水族館
ホワイトデーアシカショー
3月8日g～14日f午後2時30分

（土・日・祝日は午前11時45分・午後2
時30時） ※約15分。
開館時間／午前10時～午後5時
（入館は4時30分まで） ※火曜休館。
1,300円、小・中学生600円、4歳以

上300円
※区内在住の方は住所のわかるものの
提示で900円、小・中学生500円、4歳以
上200円。

同水族館（勝島3－2－1しながわ
区民公園内13762－3433）
問会

￥

日

申
￥
人

内

会

日
■第9回江戸里神楽を観る会
江戸時代から伝わる品川流里神楽を間
宮社中が演じます。この神楽は『江戸
里神楽』として区内で唯一、国の重要
無形民俗文化財に指定されています。
3月23日a午後1時開演（正午開場）

演目／大碓勘当、紅葉狩、神田種蒔
248人（先着）
当日、六行会ホール（北品川2－

32－3）へ
生涯学習課文化財担当15742－6839

■社会教育委託学級・講演会を
開いてみませんか
区民を対象にした学級や講演会を教育
委員会に代わって開催するグループを
募集します。
テーマ／地域社会・文化の向上、青少
年育成・支援、家庭教育や子育て支援、
高齢社会、人権・平和・障害者・女性
問題・環境問題など
※家庭教育・子育て支援関連の学級な
どは保育を行っていただきます。
6月20日f～21年3月31日cに、①

学級は1回2時間以上で5～10回開催（委
託料10万～20万円）②講演会は2時間以
上で1～2回開催（委託料1万～6万円）
対象／発足してから1年以上経過し、10
人以上で構成する社会教育関係登録団体
①学級7団体②講演会4団体（選考）
※①学級は30～100人②講演会は70～
100人を見込めること。
4月25日fまでに、申請書（生涯学

習課か文化センターで配布）を同課社
会教育係へ持参
※自主グループ講師派遣や若葉マーク
講習と重複して申し込むことはできま
せん。

申

内

問

参会
人

日

■生涯学習課 Fax5742－6585・6893
0140－8715  広町2－1－36 第二庁舎7階
●スポーツ係 15742－6838
●学習推進係 15742－6837
●社会教育係 15742－6835・6

■品川区スポーツ協会・総合体育館
受付時間: 午前9時～午後7時 ※土・日・祝は5時まで
0141－0022 東五反田2－11－2
13449－4400 Fax3449－4401

■戸越体育館
0142－0042 豊町2－1－17
13781－6600 Fax3781－6699

=日時・期間　 =会場・場所　 =内容　
=対象・定員　 =費用・料金　 =参加方法
=申込方法　　 =問い合わせ問申

参¥人
内会日

問い合わせ

・住民登録者数――342,704
・男―――――――168,601
・女―――――――174,103
・世　帯―――――185,426
・外国人登録者数 ――11,541

人口と世帯　20年2月1日現在

✐20年度施政方針

次号 予告

3月11日号しながわ
広報

毎月1・11・21日発行

代表番号 13777-1111
広報広聴課 15742-6644 Fax5742-6870
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

3.1 第1662号

平成20年（2008）

●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として区内在住・在勤・在学の方

◆スポーツ◆

古紙を配合した紙を使用しています

◆講座ほか◆

■春季短歌大会　作品募集
4月29日-午後1時～4時

（受付は0時30分から）
荏原文化センター（中延1－9－15）
講演と最優秀作の発表、表彰

選者／杜澤光一郎（コスモス短歌会選者）
選歌方法／選者と参加者の互選
中学生以上の方
1,000円（中学・高校生500円）
3月19日d（必着）までに、封書に

「短歌大会作品」と朱書きし、未発表の
自作の雑詠1首（原稿用紙は、縦書きで）、
住所、氏名、年齢、電話番号、所属団
体、費用（定額小為替）を品川区短歌
連盟事務局・三浦マサ（0142－0064
旗の台3－5－2）か生涯学習課社会教育
係へ郵送

■心のふれあいセンターまつり
荏原文化センターで活動しているサーク
ルの日ごろの成果をご覧ください。
3月8日g・9日a午前9時～午後7時

（9日は4時まで）
絵・書・陶芸・花などの展示、ダン

ス・民踊・オーケストラなどの発表、模
擬店、お茶席

荏原文化センター
（中延1－9－1513785－1241）
問会

内

日

申
￥
人

内
会

日

おおうすかんどう も み じ が り しんでんたねまき

競技名

バスケットボール

ソフトテニス

サッカー

硬式テニス

空手道

日　程
4/6A・12G・13A・
19G・26G・27A、
5/10G

4/6A・20A

4～6月の日・祝日

4/13A・20A
5/4_ ※男子・女子

準決勝・決勝

4/13A

会　場

総合体育館
戸越体育館

大井ふ頭中央海浜公園
有明テニスの森
（江東区有明2－22）

大井ふ頭中央海浜公園
ほか

大井ふ頭中央海浜公園
（八潮4－1）

総合体育館

締切日

3/20_

3/30A
4/11F

3/17B

4/2D
4/9D

4/4F

費　用

1チーム 3,000円

1ペア 800円
中高生1ペア 500円

1チーム 3,000円

小学生の部
1チーム 1,500円

1ペア 880円
（送料込）

500円
小中高生 300円

内　容

○一般男子・女子
※代表者会議3/26D 午後7時から総合体育館

4/6 ○中学男子・女子（大井ふ頭中央海浜公園）
4/20 ○高校男子・女子、一般男子・女子

壮年（45歳以上）男子・女子（有明テニスの森コート）
○一般の部　※品川区サッカー協会1部登録チーム、2部登録上
位2チームによるトーナメント戦
○小学生の部　※小学生（4年生以上）6チーム（抽選）
往復はがきでチーム名・代表者連絡先をスポーツ協会へ

4/13 ○女子：一般の部、壮年の部（50歳以上）
4/20 ○男子：一般の部、壮年の部（50歳以上）
※ダブルストーナメント戦、6ゲーム先取
○組手の部（一般男子5級以上） ○型の部（1部・2部）
○鍛眼法の部（1部・2部）
※組手の部は連盟登録者、スポーツ保険加入者

申

第58回

品川区民
スポーツ
大　　会
各締切日までに、費用を持って

スポーツ協会へ　
開会式／
4月6日A午前9時から総合体育館

●4月6日～29日の日・祝日に品川区
軟式野球連盟中央大会1部登録チー
ムによる7回戦・トーナメント方式
の大会を開催します。

申

※費用は、貸しクラブ代・ボール代込。
※JAは、初心者体験ゴルフ教室。全4回。
3月15日Gまでに、往復はがきでスクール名、コース（第3希望まで）、住所、

氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ
申

※費用は、貸しクラブ代・ボール代込。
3月20日_までに、往復はがきかFAXで教室名、コース（第2希望まで）、住

所、氏名
ふりがな

、年齢、学校名、新学年、電話番号、ゴルフ経験の有無をスポーツ協
会へ

申

春季ゴルフスクール

コース
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ

JA

会　場

馬込ゴルフガーデン
（大田区北馬込1－
30－4）

加藤農園ゴルフリ
ンクス（大田区新
蒲田3－12－2）

環七春日橋ゴルフ
練習場（大田区大
森西1－10－23）

対象

初心者
初級者

中級者

初心者
初級者
中級者

9～15歳

日時（1回1時間・全8回）
11:30～

4/29～7/1 火 13:00～
16:40～
19:30～

4/30～7/2 水 16:40～
5/3～7/5 土 16:50～
4/29～7/1 火 17:50～

4/7～6/2 月 15:30～
19:00～

4/1～6/3 火 14:30～
4/5～5/31 土 11:45～

4/9～30 水 16:45～

費　用

各19,000円

22,000円

各19,000円

10,500円

定員（抽選）

各10人

8人

各6人

10人

ジュニアゴルフ教室　東京国体出場を目標

コース
SA
SB
SC

会　場
馬込ゴルフガーデン
加藤農園ゴルフリン
クス

対　象
9～15歳

小・中学生

日時（1回1時間30分・全10回）
4/16～6/18 水 17:00～
3/27～6/5 木 17:30～
3/28～6/6 金

費　用
33,600円

各21,000円

定員（抽選）
6人
8人
12人

各3,000円、高校生各4,000円（教材費・保険料込）※キャンプ参加費などは別。
4月9日dまでに、電話で生涯学習課社会教育係、または申込書を生涯学習課

か文化センター、青少年委員へ郵送か持参
申
￥

ジュニア・リーダー教室は、学校や地域で活躍できるリーダーを
めざす子どもたちの教室です。
5月11日～21年3月8日の日曜日（月1回程度）と夏のキャンプなど

※時間は午前9時～午後3時。
日

荏原文化センター（中延1－9－15）①旗の台文化センター（旗の台5－19－5）
②日野学園（東五反田2－11－1）
③南大井文化センター（南大井1－12－6）

小学生コース（4～6年生） 各30人（抽選） 中学・高校生コース 40人（抽選）

参加者
募集

※野外活動などは別会場で行いま
す。

時　間
13:45～14:30
14:45～15:30

内　容
かんたん体操・筋トレ
やさしいエアロビクス

春
季




