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広報

北品川四・五丁目には、昔、小高い丘が

ありました。江戸時代に桜で有名になり、

春になると多くの花見客がやってきたと

ころです。ここには「品川御殿
ご て ん

」があったことか

ら、「御殿山」という名前がついたともいわれて

います。御殿山は幕末に品川台場の土とり場とし

てくずされ、また、明治時代には鉄道の開通で切

り通しとなったことから昔のようなおもかげはあ

りませんが、御殿山通りの桜並木に、当時の雰囲

気を感じとることができます。

この地でいまのように人々が気軽に楽しめるも
のとしてお花見が広まったのは、享保年間（1716
～1735年）、徳川吉宗が八代将軍のころです。
「桜がうつくしい吉野（奈良県）のように、江
戸にもっと桜をうえるのじゃ」「上様、それはよ
いお考えでございます。江戸にもきっと、うつく
しい桜の園

その

ができることでしょう」「桜の下での
宴
うたげ

が、いまから楽しみだのう」
吉宗は「みんなを楽しい気分にさせるお花見は、
とてもよいことじゃ」といって、いままであった
桜に加え、さらに多くの桜をうえ、庶民でも花見
を自由に楽しめるようにしました。また、秋に紅
葉するハゼの木もうえられ、桜とともに紅葉まで
もがうつくしい御殿山として知れわたるようにな
りました。
桜の季節になると、品川はもちろん、はなれた
ところに住む人々も御殿山のきれいな桜を見よう
とやってきます。よさそうな場所が見つかると、
腰をおろしてひと息つき、御殿山のけしきをなが
めました。「浜辺の方まで見渡せる……すばらし
いなぁ」「品川沖にうかぶ舟の白い帆がなんとも
いえないねぇ。未申

ひつじさる

（南西）の方角に見えるのは、
富士山だね」。桜だけではなく、周りの風景もう
つくしいとあちこちで評判になり、たくさんの
人々が集まって、この御殿山は江戸の名所となり
ました。

【品川御殿】
江戸時代に将軍がたか狩りに出たときの休息や、茶会などの
将軍家の行事に利用されていましたが、元禄十五年（1702）
の火事で焼失し、再建されることはありませんでした。

御
殿
山
の
桜

北品川
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特別区税 
405億7,250万円 
（29.5％） 

特別区交付金 
395億円（28.7％） 国庫支出金 

147億5,635万3千円（10.7％） 

都支出金 
75億5,870万円（5.5％） 

繰越金 
24億円（1.7％） 

そのほか 
328億2,454万5千円 
（23.9％） 

歳入 
計 

1,376億 
1,209万8千円 

議会費 
8億183万9千円（0.6％） 

総務費 
168億984万6千円 
（12.2％） 

民生費 
468億3,473万3千円 
（34.0％） 

衛生費 
115億4,528万2千円（8.4％） 

産業経済費 
16億3,486万円（1.2％） 

土木費 
312億5,320万2千円 
（22.7％） 

教育費 
232億5,347万4千円 
（16.9％） 

公債費 
45億9,751万3千円 
（3.4％） 

諸支出金 
5億8,134万9千円（0.4％） 

予備費　3億円（0.2％） 

歳出 
計 

1,376億 
1,209万8千円 

一般会計予算

一般会計
1,376億1,209万8千円（2.3%増）

国民健康保険事業会計
358億　880万6千円（2.0%減）

老人保健医療特別会計
26億1,028万1千円（90.5%減※）
後期高齢者医療特別会計

60億8,091万5千円（新設※）
介護保険特別会計

169億8,673万1千円（2.7%増）

20年度当初予算の財政規模

一般会計予算の歳出を 
1,000円にたとえると… 約340円 

民生費 

約227円 
土木費 

保育園の運営や
高齢者や障害の
ある方などの福
祉の充実のため
に 

住宅・公園・道
路などのまちづ
くりのために 

約34円 
公債費 

公共施設の整
備などの目的
に借り入れた
お金を返すた
めに 

約84円 
衛生費 

保健衛生や清
掃・リサイク
ルのために 
 

約169円 
教育費 

約122円 
総務費 

平和事業や防災
・生活安全など
のために 

小中学校教育や
図書館、文化セ
ンターなどの運
営のために 

約12円 
産業経済費 

そのほか 

約6円 

商工業の活
性化のため
に 

約6円 
議会費 

区議会の運
営のために 

※医療制度改革により、後期高齢者医療特別会計を新設しまし
た。これに伴い、老人保健医療特別会計は縮減しました。

●子育てプランと入園予約で育児休業と切れ目のない
保育サービスの実現（888万円）
保育園などへの入園や各種の事業を紹介し、妊娠期に一人ひとりのライフスタ
イルに適した子育てプランを作成します。また、保育園入園予約制度により、
育児休業と施設保育との切れ目のない連携により安心して家庭内で子育てでき
る環境を整備します。

●短時間就労に対応する保育サービス（1,000万円）
就労形態の多様化により、パート就労者や自営業者などの短時間就労家庭にお
いて保育に欠ける乳幼児数が多くなっているため、短時間でも必要な時間だけ
保育を行う「短時間保育室」を新たに保育園・児童センター（キッズ館）併設
施設を活用してモデル実施します。

●認証保育所の保育料助成（1,406万5千円）
認証保育所に入所し、かつ認可保育園の入園を申請中の保護者が負担した認証
保育所保育料について、保護者の所得に応じた助成を行い、総合的な保育園入
園待機児対策の充実を図ります。

●中小企業ワークライフバランス支援事業（279万9千円）
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定の推進、安
定した経営の継続と雇用環境づくりをサポートする、ワークライフバランスの
導入を支援し、セミナーなどを開催します。

●小中一貫教育の推進（39億9,234万7千円）
義務教育9年間を通した系統的・継続的な教育活動を実現するとともに、八潮・
荏原西・品川・荏原東地区に小中一貫校の建設・計画を進めます。

●就学前乳幼児教育の充実（2,888万3千円）
造形・音楽・体育の専科講師による全園指導と保幼小の連携や年長児のクラス
指導をサポートする教育相談員の配置など、就学前の幼児教育の質の向上に取
り組みます。

●品川区立学校教員の独自採用と教員の区内留学（6,776万5千円）
品川区に愛着を持ち、確かな力量を有する人材を確保するため、教員を区が独
自に採用するとともに教員派遣研修を実施するなど教員の資質向上に努めま
す。21年度の採用に向けて、非常勤講師など、現に児童・生徒の指導に当た
っている者を対象に募集選考を実施します。

◆特別支援教育の充実（1億6,648万9千円）
◆学校の改築（14億6,221万円）
◆すくすく赤ちゃん訪問でブックスタート（1,689万3千円）
◆妊産婦への支援と小児初期救急医療体制の充実（2億4,110万8千円）
◆区内初　私立認定こども園の開設（2,983万4千円）
◆学校の適正な教育環境確保（429万8千円）
◆子ども読書活動の推進（1億8,945万円）
◆親育ち支援・子育て支援（2,261万1千円）

子どもの未来をはぐくむまち

子育てしながら働く方を 
応援します 

家庭 施設 

職場 

保幼小の連携 
小学校生活に 
スムーズに移行 

小中一貫教育 
小学校から中学校への 
移行によって生じる 
心理的負担を軽減 

 

保・幼・小・中連携で、 
次のステップへ 
スムーズに移行 

品川区の教育 

●住宅・建築物耐震化支援事業
（1億2,757万6千円）
「品川区耐震改修促進計画」により、木造住宅密集地
域を中心とした耐震化支援や大規模マンションなどの耐
震診断助成・耐震化アドバイザーの派遣、安価で信頼で
きる耐震シェルターの設置の支援など、地震による被害
を軽減するための総合的な取り組みを進めます。

●自助・共助による防災体制の強化
（3,807万1千円）
公共施設への緊急地震速報システムの整備や中学校への
消火ポンプ配備など防災体制の強化を図ります。

◆区有施設を地震に強く（22億7,309万9千円）
◆高齢者世帯などへの家具転倒防止対策助成（400万円）
◆震災復興、情報発信マニュアルの作成（1,160万円）

災害に強いまち

耐震シェルター
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健全財政を基礎に、創意工夫を生か
した施策を積極的に予算化しました

3月27日、第1回区議会定例会で20年度各会計予算が可決成立しました。一般会計は、1,376億1,209万8千円で対前年度2.3％増
のプラス予算となりました。
今号では、20年度予算のあらましと主な施策についてお知らせします。

※20年度予算の概要については、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、区ホームページでご覧になれます。

問い合わせ／企画財政課15742－6607

●「品川音頭」制定30周年・総合区民会館開館20周年記念
「都はるみコンサート」など（1,300万円）
区民まつりなどで多くの区民に親しまれている「品川音頭」の制定30
周年、また、「きゅりあん」の開館20周年を記念して、区民と一緒に
歌い、踊るコンサートなどを開催します。

●結婚サポート事業（162万円）
結婚への動機づけ、めぐり合いの機会の提供などを支援するため、専
門事業者と提携し、そのノウハウを活用したセンスアップセミナー、
相談事業などを行います。

●製造業の活性化を支援する　「ものづくり」のまちづくり（2,424万8千円）
産業技術大学院大学や区内企業との連携などにより、製造業の活性化を支援します。同大学の講義内容を
インターネット上で配信する事業を進めるほか、区内企業の協力によるものづくり教室などの開催、環境
配慮型製品開発に対する助成など、製造業の一層の活力アップを図ります。

●区内初　和太鼓の音楽活動ができる　文化・教育複合施設（5億9,811万円）
五反田文化センターを改築し、幼保一体施設、図書館、教育センターとの複合施設を建設します。区民の
生涯学習・文化芸術活動の環境整備の一環と位置づけ、区立施設ではこれまでに無かった、和太鼓を含む
音楽活動に配慮した複合施設をつくり、文化・教育・情報の拠点とします。

◆品川宿におもてなし館を整備（7,190万円） ◆武蔵小山・西小山駅周辺の整備（8億9,400万円）
◆小規模商店街活力づくり支援事業（1,226万4千円） ◆歴史館特別展「東京湾と品川」（1,114万3千円）
◆国文学研究資料館跡地の取得と暫定整備（60億1,600万円）

にぎわいのまち

●新品川区長期基本計画の策定（2,560万4千円）
新たな基本構想を実現するために、今後10年間の施策体系を示す品川区長期基本計画を策定します。
品川区長期基本計画策定委員会での検討を基本とし、これまでいただいた様々な意見をはじめ、議会にも
ご意見を伺い、さらに区内事業者などを対象に昼間区民の意識調査を行うなど新たな視点を加え多面的な
ものとしていきます。

◆子ども達による基本構想策定記念公園づくり（1,499万7千円） ◆八潮地区再生方策の検討（2,069万9千円）
◆地域力支援事業（460万5千円） ◆地域貢献ポイント事業（515万5千円）
◆団塊世代の地域リーダー育成（437万8千円）

品川区を「笑顔が輝く住み続けたいまち」に

●目黒川・立会川の浄化（7,320万円）
河川の浄化を図るため、水質浄化対策や浄化実験を実施します。立会川は、昨年度実
施した水質浄化実験の成果を踏まえ、高濃度溶解水による浄化機器の設置を行います。
また目黒川は、昨年度の立会川と同様の実験を行い、目黒川への適用性を検証します。

●省エネ型街路灯でCO210トン削減（2,872万5千円）
老朽化した街路灯を省エネルギー型へ順次建て替え、地球環境保全の取り組みを進めます。

地球にやさしいまち

立会川浄化実験によって
きれいになった水

◆エコドライブ講習会と低公害車購入助成（239万2千円）
◆エコ住宅をホームページ上で紹介（250万円）

●孤立死ゼロをめざす
高齢者見守りネットワーク（506万4千円）
単身の高齢者世帯が増加しており、孤立死が社
会的問題になっています。高齢者の地域におけ
る見守りネットワークについて調査検討し、モ
デル実施を行います。孤立死対策として「異変
の発見→連絡・対応」のシステム構築と、異変
に気付く近隣コミュニティの再生を進めます。

●悪質商法対策の見守りネットワーク
（540万2千円）
悪質商法対策のため見守りネットワークの構築
や消費生活相談機能の強化を進めます。消費生
活の安全・安心確保のため、高齢者・障害者な
どの被害防止体制を構築するとともに、迅速な
相談につなげる体制を整備します。

●犯罪の未然防止（6,051万円）
生活安全サポート隊（警察OB）が希望者宅を訪
問し、家の構造や施錠・防犯設備の状況など防
犯上の問題点を専門家の立場で診断・アドバイ
スを行い、安全・安心なまちづくりを進めます。

●歯の顕彰「9016顕彰」創設と
がん検診拡充（3,654万7千円）
90歳で歯が16本以上ある方の顕彰や、新たに
喉頭がん検診を実施するなどがん検診を拡充しま
す。

◆やさしいまちづくり（800万円）
◆住まいの情報センターのあり方検討（500万円）
◆「ウェルカムセンター原」高齢者施設・認可保育園・地
域交流拠点を整備（7億3,789万3千円）
◆地域密着型高齢者施設と保育園の複合施設を整備
（8億1,263万2千円）
◆知的・精神障害者生活サポート24（1,440万円）

人にやさしいまち

区・関係職員 

民生委員 

高齢者クラブ 

商店街 

ケアマネジャー 

ボランティア 

町会・自治会 

ヘルパー 

見守りと被害の発見 

相談のすすめ 

相談 

助言 
情報提供 

消費者 
センター 

在宅介護 
支援センター 警察 

見守りネットワーク  

20
年度予算
重点施策
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4月から新しい健康診査・
保健指導が始まりました

しながわ教育NEO
地域との連携協力

三之助の笑顔いっぱい
とっておきの品川

番組紹介
三之助の笑顔いっぱい　とっておきの品川 20分～00分～

はじめてのしながわまち歩きマップ
西小山～荏原町編

しながわ水族館

ものづくり音散歩
見えないものを見る技術

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

品川の昔ばなし
動かなかった不動尊

柳家三之助が、地域で活
動する皆さんを訪ねます。
新シリーズ第1回の放送
は、北品川の仲間たち。
皆さんの元気な笑顔にい
っぱい出会って、それぞ
れのとっておきの品川を
紹介します。

30分～

日

月

火

水

木

金

復活！しながわ探検隊

しながわ教育NEO
学力向上への取り組み（算数）

しながわ教育NEO
異学年交流

わがまち発見
大井第二

こだわりの技と名品を訪ねて
和裁

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
4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／
4月 1日～品川区国際友好協会日本語教室
4月7日～特定中国残留邦人などの方へ

の支援給付開始
4月14日～事業系有料ごみ処理券の料金改定
4月21日～生活支援型一時保育の利用要

件などが変わりました
4月28日～子育て応援サイト「子育てら

いふ　しながわ」開設

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

大名屋敷とは 4月30日D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

品川の大名屋敷
第1回

※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

土　　星

天体観望会「土星」
4月24日E午後7時30分～8時30分
40人（抽選）
4月8日C（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E午前10時から電話受け付け。

申
人
日

★★

★★

4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

4月1日（火）から地域貢献ポイント事業が始まります 

これからの高齢社会においては地域での支え合い、とりわけ高齢者相互の助け合いは非常に重要
になります。そこで、高齢者向けボランティア活動参加者にポイントを与え、これを換金し福祉事
業に寄付するなどの地域貢献を通じ、地域での高齢者介護支援ボランティア活動の普及と社会参加
の促進を図ります。
今号では新しい制度の内容や登録方法などをお知らせします。

1
区が指定するボランティア

活動に参加できる区内在住でおおむね
60歳以上の方

ボランティアセンターの窓
口で登録します。登録後に「品川はつ
らつカード」をお渡しします。
※街のコンシェルジェは直接会場で。

ボランティアセンターで登録をする

3
ボランティア活動1回に付き1ポ
イント（はつらつシール1枚）が
もらえます（1ポイント100円
換算）。ポイントのシールを受け
取り、「品川はつらつカード」に
はり付けてください。

ポイントをもらう 4
1～12月（今年度は4月から）のボランティア
活動に対して、
①シールが50枚たまる
②区民でなくなる
③12月31日になる、になったら、

翌年1・2月にボランティアセンターで交換し
てください。
●社会福祉協議会の事業や区内福祉団体へ寄付
●区内共通商品券（500円券、1人10枚まで）
※年間（1～12月のボランティア活動に対し
て）シール50枚が限度。
※12月末は、シール5枚単位で商品券に交換
可。シール1枚から寄付可。

ポイントが貯まったら
寄付または商品券に交換する

2
対象となるボランティア活動は次のとおりです（このほか「街のコンシェルジ
ェ」のボランティア活動＊も対象となります）。
●社会福祉協議会運営の「さわやかサービス」「ほっと・サロン」でのボランテ
ィア活動

●区の指定高齢者・障害者福祉施設（特別養護老人ホーム・在宅サービスセン
ターなど）でのボランティア活動
●在宅サービスセンターなどで行っている指定の品川区介護予防事業（身近で
トレーニングや予防ミニデイなど）でのボランティア活動

＊NPOバリアフリー協会運営
の「街のコンシェルジェ」
のボランティア活動は、中
延商店街振興組合のポイン
トカードシステムを使いポ
イントを付与しますので、
1ポイント47円とし、限度
額も年間2,350円になりま
す。

ボランティア活動をする

問い合わせ／
●高齢福祉課高齢者支援第三係
15742－6737

●品川ボランティアセンター
大井1－14－1社会福祉協議会内
15718－7172

大井町線 
大井町 

きゅり 
あん 

至大森 

下神明 

しながわ中央公園 至
品
川 

京
浜
東
北
線 

区役所通り 
イトー 
ヨーカドー 

品川ボランティアセンター 
社会福祉協議会 
（大井１丁目共同ビル2階） 

品川区役所 
中小企業センター 

対　　象

申し込み

ボランティアをする期間 

1月 4月 
＊ 

12月 2月 

寄付する、 
商品券と 
交換する 
期間 

＊シールが50枚たまるか、区
民でなくなる場合は、4月
から交換できます。



O美術館　4月の催し
●4日f～9日d／水中映像祭写真展　●12

日g～16日d／日中平和友好条約締結30周

年沙飛
さ ひ

写真展　●18日f～23日d／アトリ

エなのか展（油彩・水彩）／第9回オー美会

展（絵画・写真・陶芸） ●25日f～30日d／第11回ＭＧＣ美術展（油

彩・水墨・彫刻ほか） ●26日g～30日d／和紙ちぎり絵サークル展

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　4月の催し
●4日f～6日a／麗月流初代家元坂本江雪回顧いけ花展　●9日d～14日

b／第2回佐夫郎の水彩画展　●16日d～21日b／第3回アトリエしらか

ば絵画展（油彩） ●23日d～28日b／第21回油山会展（油彩）

同ギャラリー（大井町駅前イトーヨーカドー8階1 3774－5151。午
前10時～午後8時）

きゅりあん寄席　夏・特選落語会
7月11日f午後7時開演（6時30開場） きゅりあん大ホール（大井町

駅前） 出演／立川談春、柳家喬太郎、柳家三三　 3,500円（全席指定）

発売開始／4月12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。 ※託児なし。

きゅりあん15479－4140

春の歌の祭典　
4月27日a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） 曲目／フィガロの結婚、椿姫ほか　 2,500円、中学生以下

1,000円　※全席自由。 品川音楽文化協会・小野崎15461－2687問

￥

会日

問

￥

会日

問会

問会

（5）

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

■品川・大田オストメイト体験交流会
人工肛門

こうもん

・膀胱
ぼうこう

保有者の集い。4月6
日a午後1時15分。中小企業（セ）。
300円。電話で日本オストミー協会
品川支部・松浦13786－8242へ
■ユニセフ「ラブウオーク中央大会」
区周辺を散策。4月13日a午前9時。
500円（18歳未満200円）。当日、ユ
ニセフハウス（港区高輪4－6－12）
へ。15789－2012同大会担当
■チルドリン春のママまつり プレ
ママ・ママの情報交換と発信。4月
14日b午前10時30分～午後4時。無
料。当日、きゅりあんへ。13458－
8501同実行委員会・高橋

■表示登記の日無料相談 4月3日e

午後1時～4時。本庁舎正面玄関前
（雨天時は第三庁舎区民相談室）。●
土地建物の調査・測量、分筆、不動
産登記の相談　13781－3736東京土
地家屋調査士会品川支部・小菅●新
築・増築・耐震・設計・工事・構造
などの建物相談　13766－6101東京
都建築士事務所協会品川支部・佐藤
■詩吟無料講座 4月13日a・20日
a・27日a・29日-、5月3日-午後
1時30分。全5回。山中小（いきいき
広場）。電話で砂川13785－2426へ
■春のシャンソン発表会 4月26日g

午後1時30分～4時。無料。当日、き
ゅりあんへ。13494－8204しながわ
シャンソネット・原
■ボーイスカウト品川第8団バザー
入団説明会あり。4月27日a午前11
時～午後2時。五反田文化（セ）。
13710－4561松尾

■詩吟一日無料体験 4月12日g午
前10時～正午。当日、品川第一（集）
へ。1090－3538－0070 橋
■林試の森コンサート 4月27日a

午後1時～3時。無料。当日、林試の
森公園（小山台2）へ。1 3792－
3800同公園サービスセンター
■さくらコンサート 大正琴、マン
ドリン、ギターなどの演奏。4月19日
g午後0時15分～4時。無料。当日、
きゅりあんへ。13471－6627長尾
●五反田トリム b午後6時30分。
第一日野小。月800円。（入）1,000円。
13491－4620川勝
●ゆたかフラダンスの会 60歳以上
の初心者。g午前10時。ゆたかシル
バー（セ）。月1,500円。（入）1,000円。
13786－4027岩瀬
●南大井トリムクラブ e午後1時
30分。南大井文化（セ）。3カ月2,000円。
（入）500円。1090－7243－4253大面

●卓球―若葉会 初心者歓迎。f午
後7時。伊藤小。1回100円。13777－
4285河路
●詩吟―品川吟詠会 60歳以上。第
1・2・3c午後2時。西五反田シルバー
（セ）。月2,100円。13441－7654久保
●カラオケ―すずらん会 初心者歓
迎。①e午後1時。月5,000円。②e

午後6時。月5,500円。③f午後1時。
月5,000円。（入）各2,000円。大井一丁
目会館。13799－3296大渕
●文章塾 見学歓迎。月2回g午後1
時。中小企業（セ）。月2,000円。（入）
5,000円。15232－0801栗山
●初級英会話―品川シティカレッジ
f①午前10時②午前11時。大崎第一
（集）。月各5,000円。13449－3350牧
●太極拳クラブ 初心者歓迎。①第
2・3・4g②第1・2・3a午前10時。
戸越台中。月各2,000円。（入）各1,000
円。13783－4706石橋

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

立川談春 柳家喬太郎 柳家三三

新1年生を迎えるこの時期、
子どもたちを地域で見守る83
運動に、引き続きご理解とご
協力をお願いします。
生涯学習課社会教育係

15742－6835
問

にご協力を

83運動とは
登下校時刻の午前8時と午後3
時に合わせて、大人が散歩や
買い物などで外に出て、児童
を見守る運動です。

卓球やバレーボールなどの種
目を1人から楽しめる「フリ
ー教室」を毎週開催していま
す。どうぞご利用ください。

戸越体育館
（豊町2－1－17
13781－6600）

問会

4月1日（火）
リニューアル

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世
帯に、住宅用火災警報器（煙や熱を自動
的に感知し、警報音により火事の発生を
知らせる器具）の設置助成をしています。
①介護保険料の所得段階が第1～4段階

に該当するおおむね65歳以上の単身世帯
②介護保険料の所得段階が第1～4段階に
該当するおおむね65歳以上の方のみで構
成される世帯
※介護保険料の所得段階は「平成19年度
介護保険料納入通知書」、7月中旬以降は
「平成20年度介護保険料納入通知書」で
ご確認ください。

※公的住宅（区営住宅、都営住宅などの
賃貸住宅）にお住まいの方は対象となり
ません。
個数／1世帯2個を上限
熱式・煙式各1,440円
申請書を高齢福祉課か在宅介護支援セ

ンターへ持参か郵送、FAX
申請書配布場所／高齢福祉課、在宅介護
支援センター、シルバーセンター、地域
センター、消防署など　※区ホームペー
ジからダウンロードもできます。
設置方法／
区が委託した業者が自宅に訪問して設置

申
￥人

ひとり暮らし高齢者の方などの世帯を対象に
住宅用火災警報器の設置助成をしています

障害者の単身世帯かこれに準じる世帯で次のいずれ
かにあてはまる方　①身体障害者手帳1～3級　②愛の
手帳1～3度　③精神障害者保健福祉手帳1・2級
※所得区分により、費用の3％・10％の自己負担があ
ります。
※詳しくは、お問い合わせください。

人

障害者福祉課障害者相談係（本庁舎3階15742－6710）問障害者の方へ
「障害者日常生活用具給付
事業」で火災警報器（室内
の火災を煙か熱により感知
し音か光を発し屋外に通報
するもの）の対象となる場
合があります。

高齢者などの家具転倒防止対策に助成します
65歳以上のみの世帯、障害者のみの世帯
費用が20,000円以下＝費用の1割

費用が20,000円超＝費用から18,000円をひいた額
※住民税非課税世帯は費用が20,000円以下の場合無料。
20,000円を超えた場合は超えた額。
※申請書は高齢事業課、地域センター、文化センター、シ
ルバーセンターで配布。
高齢事業課高齢者住宅担当（本庁舎3階15742－6735）問

￥
人地震対策に有効な家具

転倒防止器具の購入・
取り付けの費用を助成
します。品川区シルバ
ー人材センターが転倒
防止器具の選定から取
り付けまでを行います。

子育ての楽しさを伝え、あわせて区の情報もお届け
する子育て応援サイトを立ち上げました。区からの
お知らせだけでなく、子育て中の皆さんから寄せら
れた口コミ情報やQ＆Aコーナーも掲載しています
企画財政課地域連携推進担当15742－6605問

子育てらいふ しながわを開設しました
http://www.shinagawa-child.jp/

子育て応援サイト

花と植木の即売市
（春の植木市）

植木・花鉢・園芸資材の販売、花鉢（各100）・
栽培セット（各200）のプレゼント（各日9時から。
先着。袋持参）、山野草の寄せ植えの実習（日曜
日10時から。先着各20人。各500円程度）
道路公園課みどりの係15742－6799問

内

※時間は午前9時～午後4時。

西五反田高齢者複合施設
西五反田3－6－6
15434－7831

会場・問い合わせ

日　程 会　場
4月12日（土）・13日（日） 西大井広場公園（西大井駅前）
4月19日（土）・20日（日） 戸越公園（豊町2－1）

おおつら

4/6（日）午前10時～午後4時

アトラクション
喫茶コーナー

内容

高齢福祉課庶務係
0140－8715品川区役所本庁舎3階15742－6728 Fax5742－6881

問



4月の区議会
区民・厚生・建設・文教委員会／
15日c午後1時
総務委員会／16日d午後1時
行財政改革特別委員会／17日e午後1時
街づくり特別委員会／18日f午後1時
区議会事務局15742－6809

分譲マンション管理組合に
マンション管理士を派遣します
マンションの維持管理や組合運営などにつ
いて、品川区マンション管理士会を通して
相談員を派遣します。
時間／1回2時間程度
対象／区内の分譲マンション管理組合
初回無料

※2回目以降は、品川区マンション管理士
会へご相談ください。
電話で住宅課住宅相談調整担当1

5742－6777へ

二世代住宅の取得費用を助成します
夫婦とどちらかの親が同居する住宅を新
築・購入の方に費用の一部を助成します。
助成額／90万円
対象住宅の主な要件／
①区内にある自己居住用住宅で、高齢者の
安全に配慮した段差・手すりの設置など区
のバリアフリー基準に適合
②床面積：一戸建て住宅＝80～175m2
マンション＝75～175m2
③居室数（食事室を含む）：4室（合計46m2）
以上
④建築確認は原則として品川区建築課で取
得
申込者の主な要件／
①同居する親か子が区内に引き続き1年以
上住んでいる
②20年1月1日～12月31日に二世代住宅を
新築・購入、または見込みがある
③住宅の取得について、区からほかの助成
を受けていない
④前年の所得金額が1,200万円以下
助成件数／25件
住宅課で配布する申込書を同課（本庁

舎6階15742－6777）へ持参
※募集要項、申込書は区ホームページから
ダウンロードもできます。

国民年金保険料が変わりました
20年度の国民年金保険料は、月額14,410円
です。社会保険庁から送られる納付書で、
銀行やゆうちょ銀行などの金融機関、コン
ビニエンスストア（一部店舗を除く）、社
会保険事務所で納めてください。インター
ネットや口座振替で納めることもできま
す。また、クレジットカードによる納付も
できるようになりました。1年分、半年分
など一定期間分の保険料をまとめて前納す
ると、保険料が割引されてお得です。
品川社会保険事務所13494－7831

福祉タクシー利用券・自動車燃料費
助成券交付対象者が広がります
20年度から心身障害者福祉タクシー利用
券・自動車燃料費助成券を視覚障害2級の
方へも交付します。所得が次の基準額以内
で希望する方は申請してください。

交付数／福祉タクシー利用券＝1カ月500円
券3枚と100円券8枚
自動車燃料費助成券＝1カ月500円券4枚
申請先／品川区社会福祉協議会
（大井1－14－115718－7171）
障害者福祉課障害者福祉係

（15742－6707 Fax 3775－2000）

4月から、国民年金に任意加入
をする場合は、口座振替が原則
となりました
60～64歳で老齢基礎年金の受給資格期間
が足りない方（70歳まで加入できる場合あ
り）や年金額を増やしたい方（満額以上は
不可）のために、任意加入制度があります。
任意加入をするときは、口座振替の手続き
も必要です。年金手帳と口座振替をする金
融機関の口座番号がわかるものと届け出印
をご持参ください。
※口座をお持ちでない方は、手続きの際に
お申し出ください。
※ほかに書類が必要な場合があります。
※詳しくはお問い合わせください。
国保年金課国民年金係

（本庁舎4階15742－6682）

「ひだまりの里」お茶摘み体験
品川＆山北ふれあい交流
足柄茶の手摘みを体験して、お茶の葉や山
菜の天ぷらを楽しみます。
5月11日a午前7時30分～午後5時

（区役所集合・解散、往復バス）
神奈川県山北町「ひだまりの里」
40人（抽選）
8,000円（交通費込）

※製茶したお茶を持ち帰ります。
4月11日f（必着）までに、はがきか

FAXに「お茶摘み体験」とし、住所、氏名、
電話番号を区民課市
町村交流担当（0
140－8715品川区役
所15742－6856 Fax
5742－6877）へ

おおむね55歳以上の方へ
サポしながわ出張就職相談会
4月15日c午前10時～午後3時
写真をはった履歴書を持って、当日

南大井文化センター（南大井1－12－6）
へ
サポしながわ無料職業紹介所

15783－5539

20年度特別区職員採用試験（Ⅰ類）
●事務・技術（土木造園・建築・機械・電気）
資格／22～27歳の方
●福祉・衛生監視
資格／22～29歳で必要な資格（衛生監
視＜化学＞は不要）をお持ちの方
●保健師
資格／22～39歳で保健師免許をお持ちの方
―――――――共　　通―――――――
※年齢は21年3月31日現在。
※22歳未満で、学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く）を卒業した（21年3月ま
でに卒業を含む）方、同等の資格があると
特別区人事委員会が認める方も可。
第1次試験日／5月11日a

申込書配布場所／
特別区人事委員会事務局、品川区人事課
（本庁舎5階）、地域センター

※ホームページhttp://www.tokyo23
city.or.jp/saiyou-siken.htmからも申し込
めます（4月10日eまで）。

特別区人事委員会事務局任用課
15210－9787

カラスの巣の撤去費用を
一部助成します
カラスの巣や落下したヒナが原因で被害
を受けている場合、内容により巣の撤去費
用の一部を助成します。
カラスは春ごろから巣作りを始めるの

で、巣の材料となる針金ハンガーをベラン
ダに置かないなど、巣作りを防ぐ対策をし
ましょう。
カラスに関する総合窓口を開設していま
すので、｢カラスに襲われている｣「威嚇さ
れている」などの被害でお困りの方は、ご
相談ください。
環境課指導相談担当15742－6751

20年度の就学援助の申請を
受け付けます
公立小・中学校へお子さんを通学させてい
る保護者に、学用品費や給食費などを援助
しています。援助を受けるには、区内在住
で所得が限度額を超えないなどの要件があ
ります。援助費は申請した月から21年3月
まで支給されます。4月初めに、「就学援助
のお知らせ」「就学援助申請書」を学校か
ら配布しますのでご覧ください。
※区外の公立学校に通学させている方はお
問い合わせください。
4月30日dまでに、申請書を学務課学事

係（0140－8715品川区役所第二庁舎7階
15742－6828）へ郵送か持参
※19年度認定されていた方も改めて申請が
必要です。
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扶養親族の数

0人
1人
2人
3人
4人

20歳以上
3,604,000円
3,984,000円
4,364,000円
4,744,000円
5,124,000円

20歳未満
6,287,000円
6,536,000円
6,749,000円
6,962,000円
7,175,000円

お知らせ
平成20年（2008）4.1

所得制限基準額

郵送

持参

0102－0072
千代田区飯田橋3－5－1
特別区人事委員会事務局
任用課
特別区人事委員会事務局
任用課、品川区人事課

4月10日E

（消印有効）
まで

4月11日F・
14日B

申込先 申込期間

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
司法書士相談 第2 E 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
行 政 相 談 第1・3 E 13:00～16:00

外国人生活相談
英　語／C

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 第4C電話相談 16:00～19:00

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

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
※受付は午後3時まで

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

交通安全の意識を高
め、交通事故を減少さ
せるため「交通事故死
ゼロを目指す日」が設
けられました。
交通ルールを守り、

交通マナーを実践する
など、事故にあわな
い・事故を起こさない
ようにしましょう。

子どもと高齢者の交通事故防止

1．全ての座席のシートベルトとチャイル
ドシートの正しい着用の徹底

2．自転車の安全利用の推進
3．飲酒運転の根絶
4．二輪車の交通事故防止
5．違法駐車の防止

区内の交通事故は平成12年をピークに年々減少してきていま
すが、19年中の死傷者数は1,709人と、まだ多くの方が交通事
故にあっています。また、最近では自転車の交通ルール無視に
よる歩行者への迷惑行為の声が多く寄せられています。
区では警察署などと連携し、「やさしさが　走るこの街　こ
の道路」をスローガンに交通安全運動を実施します。
一人ひとりが、交通ルールを守り、交通マナーを身につけ、
やさしさと安全なまちをつくり上げましょう。

運動の基本

運動の重点

4/6（日）～15（火）

春の交通安全運動

管理工事課交通安全係15742－6615問

ゼ　 ロ 

※20歳以上は本人、20歳未満は生計中心者の所得
です（6月までの申請者は18年、7月～21年3月の
申請者は19年の所得）。
※表の金額は所得控除後のものです。加算できる
ものもあります。詳しくはお問い合わせください。



妊娠あんしん相談
不妊の原因や治療などの悩みについて専
門医師が相談に応じます。
4月11日f午後1時30分～4時
電話で保健センター13474－2903へ

妊婦健診の助成回数が増えました
4月から、妊婦健診助成回数が2回から14
回に増えました。品川区に妊娠届を出し
た方、転入時母子健康手帳の住所変更の
手続きをした方には受診票をお送りしま
す。詳しくは、お問い合わせください。
健康課15742－6745

難病患者・家族のための音楽療法
4月21日b午後1時30分～3時30分
声楽家による音楽療法（講習と実技）

※音楽療法の後、後縦靭帯骨化症と脊髄
小脳変性症の方は、情報交換などの交流
会（3時30分～4時）を行います。
難病患者と家族30人（先着）
電話で保健センター13474－2904へ

二人で子育て（両親学級）
4月22日c午後1時30分～3時30分
沐浴実習、先輩ママとの交流
初めての出産を控えた夫婦12組（先着）
電話で大井保健相談所13772－2666

へ

食品衛生監視指導計画を公表します
食品衛生監視指導計画を、皆さんの意見
も参考に作成しました。区ホームページ、
保健所・保健センターでご覧になれます｡
保健所13788－7012

保健センター13474－2223

ぜん息児水泳教室
5月10日～6月14日の土曜日

午後2時～4時（全6回）
荏原文化センター（中延1－9－15）
医師・看護師による健康チェックのも

とでの水泳教室、保護者のためのミニぜ
ん息講演会
区内在住で泳力25m未満の平成8年4月2

日～15年4月1日生まれのぜん息児80人
（主治医意見書、参加歴を考慮し選考）
4月11日f（必着）までに、はがきで

教室名、住所、氏名、生年月日、学年、
電話番号を健康課公害補償係（0140－
8715品川区役所15742－6747）へ
※後日、主治医意見書用紙を送付します。

食に関する相談

当日、会場へ
主催／品川栄養士会
健康課健康づくり係15742－6746

飼い主のいない猫（地域猫）の
不妊・去勢手術費の一部を助成します
対象／飼い主のいない区内に生息してい
る生後6カ月以上の猫（地域猫）について、
品川区に住民登録をしている方が申請
※1人1頭に限ります。
助成頭数（抽選）・金額／
去勢（オス）＝4頭・3,000円
不妊（メス）＝10頭・6,000円
助成方法／区内の動物病院で手術実施後
に、口座振り込み
※手術完了証明書を提出していただきます。
4月11日fまでに、健康課で配布する

申請用紙を同課保健衛生係（0140－8715
品川区役所本庁舎7階15742－6745）へ
郵送か持参
※外飼いしている猫や野良猫で飼う予定
がある場合は、飼い猫になります。「飼い
猫の不妊・去勢手術費の一部助成」をご
利用ください。

思春期家族教室
不登校・ひきこもりなどの悩みを持つ家
族同士で悩みを話し合う教室です。
4月10日e午前10時～正午
電話で保健センター13474－2904へ申会
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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）4.1

健 康
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4月6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 13783－2355
品川薬剤師会薬局 ……北品川 3 －11－1613471－2383
荏原薬剤師会荏原休日応急薬局…中　延 2 － 4 － 2 16909－7111

内 小
内 小

4月6日（日）

藤川医院 ………………大　井 7 －29－ 2 13771－1764
小野歯科医院 …………北品川 1 －28－ 5 13471－3154
杉原歯科医院 …………平　塚 3 － 1 －1515498－1394
清水接骨院 ……………大　崎 2 － 6－19 13779－6183
青柳接骨院 ……………荏　原 6 － 6 － 6 13784－3267

内 小

休日昼間・夜間 診療時間　午前９時～午後10時（受付は9時30分まで）

休日昼間 診療時間　午前９時～午後５時（受付は4時30分まで）

歯

薬
薬

歯
骨
骨

小
月～金曜日

品川区こども夜間救急室 …旗の台 1 － 5 － 8 13784－8181
昭和大学病院中央棟4階

小児平日夜間 診療時間　午後８時～午後11時（受付は10時30分まで）

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

土曜日夜間 診療時間　午後５時～午後10時（受付は9時30分まで）

●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 薬局内 小 歯 骨 薬

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！

4月5日（土）
品川区医師会休日診療所 …北品川 3 － 7 －2513450－7650
品川薬剤師会薬局 ………北品川 3 －11－1613471－2383

内 小

日　　時 会　　　場
4月9日D 武蔵小山商店街パルム会館
13:00～16:00 （小山3－23－5）
4月28日B 消費者センター1階啓発展示室
13:00～16:00 （大井1－14－1）

高齢事業課15742－6733問

4月3日・10日・17日・24日　 65歳以上の方
プログラムに参加した方は無料
「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

￥

人日公衆浴場の脱衣場で健康体操やカ
ラオケなどの楽しいプログラムを
行っています。プログラム参加後
は入浴をお楽しみください。

●
毎週木曜日は

●

東海中学校同窓会＝紅白幕6張、東海中学校PTA＝講義卓1台、内田博幸＝20万円、芳根鋭蔵＝5万円、柴田正子＝5万円、由田英祐＝5万円、

品川明るい社会づくりの会＝5万円、荏原法人会青年部会＝5万円、東急バス＝5万円、楽天＝トレーニングマシン6台　　（敬称略・順不同）

保険料は、医療費の額や後期高齢者医療への支援金、介護納付金の負担額などにより、均等割額と所得割額
の保険料率を決定しています。保険料は、国保に加入している世帯全員分を世帯主が払います。保険料納入
通知書は6月にお送りしますので、4月と5月の納付はありません。

年間保険料　＝　医療給付費分　＋　後期高齢者支援金分　＋　介護納付金分

20年度の国民健康保険料率が決まりました

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

（すべての加入者） （すべての加入者）（40～64歳の加入者）

均等割 1人　年28,800円 1人　年8,100円 1人　年11,100円

所得割 住民税年額×0.9 住民税年額×0.27 住民税年額×0.18

最高限度額（世帯） 47万円 12万円 9万円

予防接種は、幼い子どもたちの生命や健康を守るために、大きな役割を果たしています。日本で
は、予防接種の普及や医療の充実などによりポリオ・麻しん・百日ぜきなどの病気の流行が抑え
られています。最近「病気が流行していないので、予防接種は必要ない」という声が聞かれます
が、これは予防接種で抵抗力が付き、流行が抑えられているのです。それぞれの予防接種の意
義・有効性などを理解し、お子さんを病気から守るため進んで接種するようにしましょう。

対象のお子さんには事前に通知します。接種当日7歳6カ月未満で接種が済んでいないお子
さんは、母子健康手帳を持って直接会場へおいでください。
次の期間に生まれたお子さん

第1回目＝平成19年5月1日～10月31日　第2回目＝18年12月1日～19年4月30日
※体温は当日会場で測ります。
※母子健康手帳がないと接種できません。
受付時間／午後1時30分～2時30分

人

保健所13788－7014 保健センター13474－2225 大井保健相談所13772－2666 健康課保健衛生係15742－6745問

日　程
5/  2F

5/12B

5/14D

5/20C

5/30F

5/16F

5/20C
5/23F
5/27C
5/30F
6/  3C

会　　　場
保健所

旗の台文化センター（旗の台5－19－5）

荏原文化センター（中延1－9－15）

保健所

保健所

五反田文化センター（西五反田6－5－1）

保健センター
南大井文化センター（南大井1－12－6）
保健センター
八潮地域センター （八潮5－10－27）
保健センター

対象者居住町名
小山台、小山、荏原
旗の台、中延4～6丁目
西大井と大井の一部
二葉、東中延、西中延
中延1～3丁目
平塚、戸越1～3丁目
戸越4～6丁目、豊町
西品川の一部
東五反田、西五反田
上大崎
北品川、西品川、大崎
東大井、勝島、南大井
西大井、大井、広町
八潮
東品川、南品川

保
健
所
管
内

保
健
セ
ン
タ
ー
管
内

種　類 通知の時期 接種できる期間
DPT（ジフテリア・ 4カ月 7歳6カ月未満（3回接種）
百日ぜき・破傷風） 1歳6カ月 7歳6カ月未満
DT（ジフテリア・ 11歳 13歳未満
破傷風）
ポリオ 5～10カ月 7歳6カ月未満
（小児マヒ） 11～16カ月

1歳 2歳未満

MR 小学校就学の前年度の4月 小学校就学前まで

（麻しん・風しん混合）

BCG 4カ月 6カ月未満

ポリオ 予防接種（ ）小児
マヒ春のお子さんの

健康を守るために予防接種を受けましょう

定
期
予
防
接
種
（
無
料
）

任
意
接
種（
有
料
）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

1～3歳で、品川区の契約医療機関を利用する場合、各3,000円を
助成します。接種回数は各1回です。医療機関で、助成額を差し
引いた料金をお支払いください。

4月1日～翌年3月31日
中学1年生に就学する年の4月
高校3年生に相当する年齢に達
する年の4月

水痘
（水ぼうそう）

4月11日f・12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

平成元年入門

和裁
八木　時人

伝
統
工
芸
の
実
演

薬

4月からの予防接種

国保年金課資格係15742－6676問



■区民ソフトバレーボール大会
4月29日-午後1時から
戸越体育館

試合方法／ブロック別戦　※敗者戦あり。
①18歳以上の部　②40歳以上の部

※男女混成チーム（8人以内で混成比は
自由）。
1チーム2,000円
4月23日dまでに、費用を持ってス

ポーツ協会へ

■フナ釣り選手権大会
4月27日a（4月26日g午後11時30

分きゅりあん前集合、往復バス）
茨城県稲敷市東村周辺

競技方法／真ブナ、ヘラブナの総重量
10人（先着）
9,000円　※釣り用具は各自持参。

主催／釣魚連合会
4月15日cまでに、費用を持ってス

ポーツ協会へ

■スクーバダイビング教室

15歳以上で健康な方各5人（抽選）
※50歳以上の方は健康診断書を提出。
各50,400円（教材費・器材レンタル

代込）※カード申請料・交通費・宿泊
費・昼食別。
4月13日a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、年齢、電話番号をスポー
ツ協会へ

■ジュニア初心者テニス教室
5月8日～6月26日の木曜日

午後5時～6時30分（全8回）
総合体育館会

日

申

￥

人

申

￥
人

会

日

申
￥

人

会
日

小学生40人（抽選）
8,000円（保険料込）
4月10日eまでに、往復はがきで教室

名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、
学校名、新学年をスポーツ協会へ

■キャンプ・インストラクター養成講習会
希望者は日本キャンプ協会公認指導者
の資格がとれます。
①講座＝4月20日a午前9時30分～午後
4時、6月1日a午前9時30分～正午
②実習＝5月3日-正午～5日-午後2時
（現地集合・解散）
①総合体育館

②軽井沢レクの森キャンプ場（長野県）
キャンプの特性、計画運営評価、指

導者論、キャンプの基礎技術と野外ゲ
ームなど応用実技や指導法
18歳以上でキャンプや野外活動に関

心のある方15人（先着）
5,000円　※資格希望者は申請料など

が15,000円かかります。
主催／品川区キャンプ協会
4月12日gまでに、はがきかFAXで

講習会名、住所、氏名、電話番号をス
ポーツ協会へ

■点字講習会
5月1日～7月24日の木曜日

午後6時～8時（全13回）
区内在住か在勤の健常者30人（抽選）
1,800円程度（点字器具・テキスト代）

※託児なし。
4月18日f（必着）までに、往復

はがきで講習会名、住所、氏名、生年
月日、電話番号、在勤の方は勤務先の
住所・名称を心身障害者福祉会館（0
142－0064旗の台5－2－21 5750－
4996）へ

■第26回清泉女子大学土曜自由大学
5月10日g・17日g・24日g

午後1時10分～4時20分（全3回）
同大学（東五反田3－16－21）
翻訳でかけめぐる世界「詩」の旅、足

の健康、現代の子育てと小児科ほか
150人（抽選）
4月18日fまでに、往復はがきで講

座名、住所、氏名
ふりがな

、年齢、性別、電話
番号を生涯学習課学習推進係へ

申
人

内
会

日

申会

￥
人

日

申

￥

人

内

会

申
￥
人 ■生涯学習ボランティア保険加入団体募集

育成者の活動中の事故に対する保険に
加入する団体を募集します。保険料は
区が助成します。
次のすべてにあてはまる子ども会、

スポーツ・文化団体などの育成者
①青少年の健全育成を目的　②社会教
育関係登録団体（少年少女） ③年間を
通じて計画的、継続的に活動　④日ご
ろから活動中の事故防止に努め、保護
者の理解・協力を得られるように活動
保険期間／5月1日～21年5月1日
保険内容／
傷害保険＝育成者が活動中に、突発的
な事故で、けがや死亡したとき
損害賠償責任保険＝活動中に育成者の
管理監督や指導・誘導上のミスなどで、
参加者、そのほかの人や物に損害を与
え損害賠償責任を負ったとき
4月28日bまでに、育成者全員の住

所・氏名・年齢・電話番号と前年の活
動実績、社会教育関係団体は登録証を
生涯学習課社会教育係へ持参

■障害者学級ボランティアスタッフ募集
障害者学級は、軽度の知的障害のある
方の余暇活動を支援する学級です。

①原則として月1回程度日曜に開
催する学級（年14回）
②学級運営のための会議など（年数回）
※活動費の一部を区が負担します。
20～60歳くらいで年間を通して活動

でき、障害者の活動支援に理解や関心
のある方、音楽、美術、工作、料理、
スポーツ、レクリエーションなどの特
技をもっている方10人（選考）
4月11日fまでに、電話かEメールに

「障害者学級ボランティア」とし、住所、
氏名、電話番号を生涯学習課学習推進
係E-mail:oubo-gak@city.shinagawa.
tokyo.jpへ
説明会・面談／4月13日a

①午前10時～正午　②午後1時～3時

■しながわ文化フェスティバル2008
に出演しませんか
出演者の手作りによる、文化・芸術活
動の発表と交流のイベントです。
きゅりあん（大井町駅前）

※ポピュラー部門は六行会ホール（北
品川2－32－3）。
文化・芸術活動を行っているアマチ人

会

申

人

内日

申

人

■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――342,664
・男―――――――168,568
・女―――――――174,096
・世　帯―――――185,436
・外国人登録者数 ――11,550

人口と世帯　20年3月1日現在

✐子ども読書の日
✐保育園保育料が変わります
✐国保加入者の特定健診・保健指導
✐品川区地域防災計画
✐災害に強いまちづくり

次号 予告 4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/

4.1 第1665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◆

ュアの区民のグループか個人
各20団体・個人（抽選）
説明会・第1回実行委員会／
5月30日f午後7時から、中小企業セン
ター（西品川1－28－3）
5月8日eまでに、往復はがきかEメー

ルで部門、演目、内容、人数、活動場所、
指導者名、団体名、代表者の住所・氏
名・電話番号（子ども部門は大人が代表）
を生涯学習課社会教育係E-mail:oubo-
sha@city.shinagawa.tokyo.jpへ
※1人1部門1団体・個人。
※団体名・代表者名を変えての重複の
申し込みは無効。

申

公演日

9月21日A

10月 5日A

10月19日A

10月26日A

12月14日A

12月21日A

部　門
ポピュラー（太鼓、ロック、
ハワイアンなどの軽音楽）
ダンス（高校生以上の洋舞
を中心とした創作ダンス）
芸能
（日舞など芸能一般）
邦楽
（琴、尺八、三味線など）
子ども（中学生までの芸
能、ダンスなど）
クラシック
（クラシック、シャンソン
などの演奏・歌唱）

品川区民スポーツ大会

①学科
②プール

③海洋実習

土曜7時間
日曜7時間
Cコース
6/7G・8A
Dコース
7/5G・6A
Eコース
8/23G・24A

横浜
大井町

土曜午前9時伊
豆急行「富戸」
集合、日曜午後
5時現地解散
（1泊2日）

※①②の日程は後日調整。
※①の前に自宅学習が必要です。
※講習を修了し、テストに合格するとPADIオ
ープンウオーターゴールドカード（世界中で
使用可能）が取得できます。

ふりがな

競技名

水泳

グラウンド・
ゴルフ

バレーボール

ダンス
スポーツ

柔道

陸上競技

日　程

5/4_

5/11A

5/11A・18A
5/25A

5/18A

5/25A

6/1A

会　場

荏原文化センター
（中延1－9－15）

しながわ中央公園
（区役所前）ほか

総合体育館ほか

総合体育館

戸越体育館

大井ふ頭中央海浜
公園（八潮4－1）

申込締切日

4/23D

4/25F

4/30D
5/14D

4/25F

4/25F

5/13C

費　用

500円
小中高生 300円

500円

1チーム3,000円

1ペア800円

500円
小中高生300円

500円
小中高生300円

内　容
〇小学1・2年男子・女子（自由形25、平泳ぎ25、背泳25、バタフライ25）
〇小学3・4年男子・女子、小学5・6年男子・女子（自由形50、平泳ぎ50、背泳50、バタフライ50）
〇中学男子・女子、高校男子・女子（自由形100、平泳ぎ100、背泳100、バタフライ100、リレー200）
〇壮年男子（35歳以上）、一般男子・女子（自由形50、平泳ぎ100、背泳50、バタフライ50）
※リレーを除き1人2種目まで参加できます
〇一般の部（16歳以上）
※個人対抗戦、4ラウンド32ホールプレイで男女別優勝あり
5/11・18 〇家庭婦人（9人制） ※代表者会議5/7D午後7時から、総合体育館
5/25 〇一般男子（9人制）・女子（6人制）※代表者会議5/7D午後7時から、総合体育館
〇ダンススポーツ（スタンダード・ラテン）〇ベーシック（スタンダード・ラテン）
〇ニュースター（スタンダード・ラテン） 〇ビギナーズ（スタンダード・ラテン）
※スタンダード（ワルツ・タンゴ複合）※ラテン（チャチャチャ・ルンバ複合）※Ａリーグ登録者は除く
〇小学低学年の部　〇小学高学年の部　〇中学1年の部　〇中学2年の部　〇中学3年の部
〇男子無段の部　〇男子有段の部　　〇女子無段の部　　〇女子有段の部　※いずれも体重別
〇小学3・4年男子・女子（80） 〇小学5・6年男子・女子（100） 〇小学生男子・女子（走り幅跳び）
〇中学男子（100、200、1,500、3,000、400リレー、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）
〇中学女子（100、200、800、1,500、400リレー、走り幅跳び、走り高跳び）
〇一般男子（高校生含む）（100、200、400、1,500、5,000、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）
〇一般女子（高校生含む）（100、200、1,500、走り幅跳び、走り高跳び）
〇壮年男子（40歳以上）（60、5,000） 〇壮年男子・女子（50歳以上）（3,000）
※リレーを除き1人2種目まで参加できます

第58回
申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ申

春
季

4月11日号
子育て支援特集号が

出ます


