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広報

子ども時代の読書は心を豊かにし、
生きる力をはぐくみます。
図書館では、「子ども読書の日」にちなんで
様々な催しを開催します。
ぜひ、お子さんといっしょに
お近くの図書館へおでかけください。
問い合わせ／品川図書館13471－4667

※イベントについては各館にお問い合わせください。

※イベントに参加したお子さんには

図書館特製のブックマくんの

シールシート（6枚入り）を

さし上げます。

毎月23日の「しながわ親子読書の日」に「ねえ、この本よんで！」リストを発行しています。
また、各種・年齢別のおすすめリストなどを発行しています。ホームページhttp://lib.city.shinagawa.tokyo.jp/でもご覧になれます。

図書館　　　　　　　　　　 日　　時
品　川　　4月19日g午前10時30分～午後2時
大　井　　4月26日g午前10時30分～午後2時

※社会福祉協議会への寄付金（1冊10円程度）をお願いします。
マイバッグ（買い物袋）をご持参ください。

子どもの本のリサイクル市

図書館　　　　　　　　　　　テーマ
品　川・八　潮 石井桃子生誕101年
二　葉・大　井・南大井 むかし話とみんわ～絵本の世界
荏　原・源氏前・ゆたか おすすめリスト「よんでみたいな」
五反田・大　崎 よみつがれてきた絵本たち

ブックフェア
4月 時　間 内　　　　容 会場・問い合わせ

16日d
午後3時～3時30分 おはなし会 二葉図書館
午後3時～3時30分 おはなし会 南大井図書館

19日g
午前11時～正午 映画会「アンパンマンまじょのくにへ」ほか 源氏前図書館
午後2時30分～3時30分 おはなし会 品川図書館
午後2時30分～3時15分 おはなし会 大崎図書館

23日d
午後3時～3時45分 おはなし会 五反田図書館
午後3時～4時 映画会「日本昔ばなし『おむすびころりん』」ほか 滝王子児童センター＊
午後3時～3時45分 おはなし会 八潮図書館

26日g 午前11時～正午 映画会「アンパンマンまじょのくにへ」ほか ゆたか図書館
＊滝王子児童センターへの問い合わせは、大井図書館へ。

子ども読書の日　おはなし会・映画会

図書館へいこう！

4月23日は
子ども読書の日

4月20日A午前10時～午後4時
荏原文化センター（中延1－9－15）

●「よんでみたいな！」など

のおすすめリストと本の展

示

●ぼく・わたしのおすすめの

1冊コーナー

午前10時～午後2時30分

●おはなしどこでも隊の「おはなし　みて！きいて！

あそびましょ～！」

ミニ人形劇、おはなし会、英語であそぼう、お兄さん

のミニコンサート、工作など

※お弁当を食べたり、おむつをかえる場所もあります。

●子ども映画会（上映の15分前に開場）

①午前10時15分～正午

アニメ「14ひきのあさごはん」ほか

②午後2時30分～4時

アニメ「ピノキオ」（日本語吹き替え版）

子ども読書の日フェア
大ホール エントランスホール・講習室2階講習室・和室

会場

日時

5月7日dまで
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保育料は主に所得税をもとに算定し、保護者の負担能力に応じた金額をお支払いいた
だいています。
19年の税制改正による所得税から住民税への税源委譲によって、19年1月から所得税
が減額となりました。そこで、19年度と同程度の保育料とするため、保育料表の一部の
所得税額区分を調整しました（表1）。この調整による保育料負担の増はありません。

総額 
88億 

8,600万円 

品川区負担 
73億3,500万円 
（82.5％） 

国 2億4,600万円 
（2.8％） 

都 1億4,400万円 
（1.7％） 

保育料 
10億6,100万円（11.9％） 

そのほか 1億円（1.1％） 

図1 保育園運営経費の負担状況（18年度）

（単位：円）
階層 階層 保育料

旧階層 国 新階層 国 区保育料 国
3歳児未満 3歳児 4歳児以上 3歳児未満 3歳児以上

A 生活保護世帯 同左 A 生活保護世帯 同左 0 0 0 0 0
B
前年分所得税
非課税世帯

前年度分区民税非課税世帯 同左 B
前年分所得税
非課税世帯

前年度分区民税非課税世帯 同左 0 0 0 9,000 6,000
C1

前年度分区民税課税世帯 同左
C1

前年度分区民税課税世帯 同左
2,100 1,400 1,400

19,500 16,500C2 C2 2,600 2,200 2,200
C3 C3 3,400 2,900 2,800
D1

前
年
分
所
得
税
課
税
世
帯

前年分所得税が3,000未満の世帯

72,000未満

D1

前
年
分
所
得
税
課
税
世
帯

前年分所得税額が1,700未満の世帯

40,000未満

7,300 6,100 6,100

30,000 27,000
D2 　〃 3,000以上 16,801未満〃 D2 　〃 1,700以上 9,400未満〃 9,000 8,000 7,800
D3 　〃 16,801以上 30,000未満〃 D3 　〃 9,400以上 16,700未満〃 10,200 10,100 10,000
D4 　〃 30,000以上 60,000未満〃 D4 　〃 16,700以上 33,400未満〃 16,800 11,900 11,800
D5 　〃 60,000以上 90,000未満〃 D5 　〃 33,400以上 50,000未満〃 20,800 13,900 13,700
D6 　〃 90,000以上120,000未満〃

72,000以上
180,000未満

D6 　〃 50,000以上 66,700未満〃
40,000以上
103,000未満

23,500 15,600 15,500

44,500 41,500D7 　〃120,000以上150,000未満〃 D7 　〃 66,700以上 83,400未満〃 25,800 17,200 17,100
D8 　〃150,000以上180,000未満〃 D8 　〃 83,400以上 102,500未満〃 27,800 18,500 18,400
D9 　〃180,000以上210,000未満〃

180,000以上
459,000未満

D9 　〃 102,500以上 135,900未満〃 30,000 19,900 19,600
D10 　〃210,000以上2400,00未満〃 D10 　〃 135,900以上 169,200未満〃

103,000以上
413,000未満

31,900 21,300 19,600

61,000 58,000

D11 　〃240,000以上2700,00未満〃 D11 　〃 169,200以上 202,500未満〃 33,800 22,600 19,600
D12 　〃270,000以上300,000未満〃 D12 　〃 202,500以上 235,800未満〃 35,500 23,600 19,600
D13 　〃300,000以上330,000未満〃 D13 　〃 235,800以上 269,200未満〃 37,300 24,700 19,600
D14 　〃330,000以上360,000未満〃 D14 　〃 269,200以上 302,400未満〃 39,000 24,700 19,600
D15 　〃360,000以上390,000未満〃 D15 　〃 302,400以上 335,800未満〃 40,600 24,700 19,600
D16 　〃390,000以上420,000未満〃 D16 　〃 335,800以上 369,200未満〃 42,000 24,700 19,600
D17 　〃420,000以上450,000未満〃 D17 　〃 369,200以上 402,400未満〃 43,700 24,700 19,600
D18 　〃450,000以上600,000未満〃

459,000以上

D18 　〃 402,400以上 569,200未満〃

413,000以上

47,400 24,700 19,600

80,000 77,000

D19 　〃600,000以上750,000未満〃 D19 　〃 569,200以上 735,800未満〃 53,400 24,700 19,600
D20 　〃750,000以上900,000未満〃 D20 　〃 735,800以上 902,400未満〃 58,600 24,700 19,600
D21 　〃900,000以上 〃 D21 　〃 902,400以上1,200,000未満〃 62,800 24,700 19,600

D22 　〃1,200,000以上1,600,000未満〃 65,000 26,900 21,800
D23 　〃1,600,000以上 〃 68,000 29,900 24,800

階層区分 負担割合
Ｃ1～Ｄ12の世帯 5割 ➡Ｄ13～17の世帯 6割
Ｄ18～21の世帯 7割

階層区分 負担割合
第2子の場合 5割

第3子の場合 1割

が新しくなりました保育園保育料表 問い合わせ／保育課入園相談係
15742－6725

支援保育の費用を手厚く　　　しています

階層を調整保育料表の　　　　　 します

多子家庭の負担を軽減保育園に在園している　　　　　　　　　　　　します

保育料表の　　　　 します階層を増設

19年の税制改正を受け、保育園保育料が変わらないよう、保育料表の所得税区分を新しくしました。

19年度の保育料表では、D21階層の方が全体の約10％を占めていました。
そこで、所得の高い方に能力に応じてご負担いただくため、新たにD22・D23階層を
増設します。保育料額は6カ月間据え置き、10月から適用します。

保育料は、保護者の負担能力に応じて定め、保育園の運営費にあてています。区内に
は公・私立合わせて48園の保育園がありますが、現在その人件費や給食材料費、光熱水
費などの運営経費は保育料と国や都・区の負担金でまかなっています（図1）。
園児1人あたりの年齢別運営経費月額平均額は、約17万4千円ですが、0歳児で年間約
534万円、3歳児で年間約142万円かかっています。入園から就学までの6年間の試算では、
総額約1,388万円になります（図2）。
運営経費について、国では標準的な保育内容・経費を想定し、基準を定めていますが、
区ではより手厚い水準の保育サービスが必要と考え、区が負担をして、国が定めた運営
経費の2.3倍もの経費で運営をしています。また、保護者の負担を軽くするため国が定め
る保育料の一部を負担し、その結果保護者の保育料負担は、国が定める保育料水準の半
分程度（約55.6％）となっています。

保育園に在園する第2子以降（第1子が幼稚園、認定こども園、ぷりすくーる西五反田
に在園している場合を含む）のお子さんの保育料について、経済的負担をさらに軽減し
ます。
第2子以降に対して階層によって負担割合が5割から7割に減額されていましたが、4月
から、在園する第2子については負担割合を5割に、第3子以降については1割に改正しま
した（表2）。

子育て支援サービスを充実します
区では、安心して子どもを産み育てることのできるよう、今

後も総合的な子育て支援策を展開します。子育てと就労の両立
支援策として、入園予約制度を拡大して、育児休業明けから切
れ目なく入園できる制度の創設、パートや自営業で短時間の保
育を必要とする方のための保育室の設置、認証保育所補助金制
度の新設などに取り組んでいきます。また、身近な子育て拠点
として、保育園・幼稚園・児童センターで展開している「チャ
イルドステーション」事業の拡充を図ります。
※詳しくは、4月11日発行「子育て支援特集号」をご覧ください。

68,000円0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

68,000円

68,000円

29,900円

24,800円

24,800円

※運営経費はモデル園（100人定員1時間延長保育実施園）を設定して算出したも
のです（18年度）。

445,000円

保育料最高月額（D23階層） 運営経費月額

198,000円

187,000円

119,000円

104,000円

104,000円

（保育料の6.5倍）

（保育料の2.9倍）

（保育料の2.8倍）

（保育料の4.0倍）

（保育料の4.2倍）

（保育料の4.2倍）

図2 保育料最高額（10月以降）と園児1人あたりの運営経費

表1 保育料表の階層の調整

表2 多子家庭の負担の軽減

増設
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20年度から、特定健康診査・特定保健指導を医療保険者が行うことになりました。品川区国民健康保険では、40
～74歳の加入者を対象に、糖尿病などの生活習慣病の該当者や予備群を減らすため、メタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）に着目した特定健康診査と、健診結果に基づき生活習慣の改善を支援する特定保健指導を実施
します。
※品川区国民健康保険以外の医療保険に加入の方は、それぞれ加入する医療保険者からの案内に従ってください。

区では、国民健康保険加入者へのアンケート調査や、国民健康保

険運営協議会などでの意見などを参考に、国民健康保険に加入して

いる40～74歳の方に対して実施する、特定健康診査・特定保健指

導の方法やその成果に関して具体的な目標値を定める計画の策定を

進めてきました。

今回、20～24年度の5年間を計画期間とする「品川区特定健康診

査等実施計画」がまとまりました。区では国保加入者の区民健診の

受診の状況を踏まえ、24年度に国の基準（特定健診の受診率65％、

特定保健指導の実施率45％）となるよう目標値を定めました。詳し

くは、実施計画をご覧ください。

※「品川区特定健康診査等実施計画」は国保年金課保健指導係（本庁

舎4階）、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。

高齢化が進み、がんや虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの

生活習慣病が増え、医療費・死亡原因などにおいても生活習慣病の

占める割合が大きくなっています。

生活習慣病は食習慣や運動習慣、休養のとり方、し好などの生活

習慣が原因となって発症していきます。自分の生活習慣を見直す機

会として特定健康診査を受け、予防することが大切です。

年に1度は健康診査を受けましょう。

基本的な健診
（問診＋基本的な検査）

詳細な健診
（医師の判断により

実施する検査）

生活習慣の改善の
必要性が低い人

生活習慣の改善の
必要性が中程度の人

生活習慣の改善の
必要性が高い人

医療機関への受診が
必要な人

健
診
結
果
（
情
報
提
供
）

医療機関への受診をすすめます

生活習慣の改善点な
どに気づき実行でき
るように支援します。

健診結果の改善に向け
て、実践できるよう継
続的に支援します。

電話や手紙
による指導

電話や手紙
による指導

保健師や管理栄養士のアド
バイスを受けながら目標を
設定します。

保健師や管理栄養士のアド
バイスを受けながら目標を
設定します。

目標が達成できた
かなどについて振
り返ります。

目標達成に近
づいているか
確認します。

目標が達成できた
かなどについて振
り返ります。

結果に
基づき

特定健康診査 特定保健指導

契約医療機関は青色
のステッカーがはって
あります。詳しくは受
診券に同封する医療機
関一覧をご覧ください。

特定健康診査の対象の方
には、受診券などを誕生月
に応じて送りますので、区
内契約医療機関で受診して
ください。誕

生
月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月受診月

4～9月

5月上旬 健診受診券などの送付
受診期間

10～3月

8月末ごろ 健診受診券などの送付
受診期間

問い合わせ／国保年金課保健指導係15742－6902

特定健康診査・特定保健指導
が始まります

品川区国民健康保険加入者の

特定保健指導
健診受診のおおむね2カ月後から保健指導開始→6カ月後終了

特定保健指導
健診受診のおおむね2カ月後から保健指導開始→6カ月後終了

特定健康診査受診スケジュール

特定健康診査から保健指導までの流れ

品川区特定健康診査等実施計画がまとまりました

生活習慣病予防は若いときからの対策が大切です

動機付け支援

積極的支援

初回面接

初回面接

6カ月後に評価

6カ月後に評価中間面接
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区の考え方
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○災害時に駅周辺で
発生する滞留者対策
として「駅周辺混乱

防止対策協議会」を五反田地区で設置
し、対応策を検討していきます。
○エレベーター対策として災害時に
「1ビル1台」ルールの徹底を事務所に
働きかけていきます。
○高層住宅対策の一環として、ライフ
ライン停止時に備えて、共同備蓄など
を啓発していきます。
○「事業継続計画」の策定を進めるた
め、事業所に働きかけていきます。

これまでの区
立小・中学校
などのほかに

補完避難所として私立学校、都
立学校などの公共施設を指定
し、増加した避難者に対応でき
るようにしました。また、区立
小・中学校に停電時の照明用と
しての非常発電装置や災害時優
先公衆電話の設置、防災用品の
備蓄など避難所機能の強化を図
ってきました。今後ともさらに
充実していきます。

東京都地域防災計画と整合性をとり
○建物の倒壊や火災による死者の半減

○住宅の倒壊や火災による避難者の減　など

（1）耐震改修促進計画を基本に建物や緊急輸送道路沿道建築物
の耐震化を進めます。

（2）家具類の転倒防止対策において高齢者などへの支援助成な
どを含め進めます。

（3）地域の消防力の充実、強化を図ります。その一環として、
小・中学校に消火ポンプを配備していきます。

（4）ミニポンプ隊が消火栓を使用できるよう接続金具の整備を
行います。

を改訂しました
問い合わせ／防災課15742－6695

減災
目標1 そのほか

の対策3避難者
対策2

9月に実施した地域防災計画改訂素案のパブリックコメントにご意見をありがとうございました

「品川区地域防災計画」の全文、
お寄せいただいたご意見の概要
とご意見に対する区の考え方は、
防災課（第二庁舎4階）、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。

主なご意見

①高校生夏期語学研修派遣生
7月26日G～8月20日D（26日間）

派遣先／オークランド市（ニュージーランド国）
区内在住か在学の高校生10人（選考）
197,000円

選考方法／1次＝提出作文審査
2次＝面接：6月21日G

申込締切日／6月10日C

※6月3日C～5日Eは午後7時まで受け付け。
②青少年ホームステイ派遣生
●ジュネーヴ市（スイス連邦）
7月30日D～8月15日F（17日間）
区内在住か在学の中学2年～高校生16人（選考）
162,000円

選考方法／1次＝作文：5月31日G

2次＝面接：6月14日G

申込締切日／5月23日F

※5月13日C～15日Eは午後7時まで受け付け。
●ポートランド市（アメリカ合衆国）
7月22日C～8月6日D（16日間）
区内在住か在学の中学2年～高校生16人（選考）
172,000円

選考方法／1次＝作文：5月24日G

2次＝面接：6月7日G

申込締切日／5月23日F

※5月13日C～15日Eは午後7時まで受け付け。
③成人夏期語学研修派遣生
7月31日E～8月26日C（27日間）

派遣先／ポートランド市（アメリカ合衆国）
20年8月1日現在、品川区に1年以上在住している21～

60歳の方2人（選考）
254,000円

選考方法／1次＝作文：5月10日G

2次＝面接：5月24日G

申込締切日／5月9日F

※5月7日D・8日Eは午後7時まで受け付け。
――――――　共　　　　　通　――――――
各申込締切日までに、①は申込用紙に作文を添えて、

②③は申込用紙を品川区国際友好協会へ持参
申込用紙配布場所・選考会場／同協会
※郵送による用紙の配布・受け付けはしていません。
詳しくはお問い合わせください。

申

￥

人

日

￥

人

日

￥

人

日

￥

人

日

海外研修などの派遣生を募集します

品川区国際友好協会（区役所第三庁舎4階15742－6517）問

地域防災計画は大震災などの災害に備えて、区が備えるべき予防計画や応急対策などをまとめた災害対策の基本となるものです。
平成18・19年度の2年間をかけて、新潟県中越地震、能登半島地震、新潟県中越沖地震などをふまえて、改訂しました。

『わが家の防災ハンドブック』19ページより

地区別課題と取り組み
各地区の防災アドバイザーの皆さんと検討しまし
た。たとえば、荏原地区の課題と取り組みです

区内や周辺区のCNGスタンドにより燃料は確保できますが、今後、環境対応型のディ
ーゼル清掃車の配備も計画しています。

既に、区内全域で、災害時要援護者名簿を作成し、町会・自治会への情報提供を行って
います。また、「災害時要援護者避難誘導ワークショップ」の実施など、町会・自治会
の実情にあわせた取り組みも実施しています。

品川区地域防災計画で定めたとおり、防災行政無線、広報車での巡回広報をはじめ、ケ
ーブルテレビやホームページなどを活用し、情報伝達体制を一層強化します。

区には現在、環境面を考慮したCNG（圧縮天然ガス）を燃料にした清掃車しかな
いが、今後、災害時に対応できるディーゼル清掃車の配備が必要なのでは。

防災区民組織が災害時に効率よく活動するために、災害時要援護者などの個人情
報も提供していただきたい。

昼と夜との人口が変わってくるが、情報伝達など、どう考えているのか。

『わが家の防災
ハンドブック』
をご活用ください

地震などの災害にに対す
る備え、発生した時の初動
対応など身近な防災対策に
ついて、わかりやすく解
説したA4判カラー印刷
の『わが家の防災ハ
ンドブック』と『私た

ちが作る品川区防犯マニュアル』を全戸
（約18万5千世帯）に配布しています。
これらは防災アドバイザーや自主防犯
活動を行っている方の意見を取り入れて
作成しました。
地震や台風などの災害に対する事前の
備えと、災害時に落ち着いて行動するた
めの心得などを掲載しています。
お手元に届いたら「自分で守る・みん
なで守る・区の支援策」など「自
助・共助・公助」を確認してください。
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○耐震診断支援（区内全域が対象）
昭和56年6月前に建築された木造住宅など（戸建て住宅、長屋、
アパート）を対象に、耐震診断を支援します。
対象建築物／次のすべてにあてはまる木造住宅など
（1）昭和56年6月前に建築
（2）個人が所有する戸建て住宅（併用も含む）、長屋、アパート
対象者／建築物の所有者（共有の場合は代表者）
支援内容／
（1）専門家の派遣
（2）耐震診断費用は定額

戸建て住宅・長屋＝12万円、アパート＝24万円
（3）耐震診断費用の助成

戸建て住宅・長屋＝6万円、アパート＝12万円

○耐震改修支援（区内全域が対象）
区の耐震診断支援を受け、耐震改修を行う場合は、
耐震改修費用の一部を助成します。また、融資制
度や固定資産税の減額措置などを受けることがで
きます。
対象建築物／
耐震診断支援を活用して耐震診断した結果、倒壊
の恐れがあるとされた木造住宅など（戸建て住宅、
長屋、アパート）
対象者／建築物の所有者（共有の場合は代表者）
支援内容／耐震改修費用の助成
戸建て住宅・長屋＝75万円を限度
アパート＝300万円を限度

まちの安全性を高めます
建物が倒壊すると、人命を奪うだけでなく、倒れた建物が道路をふさいで、避難や救援活動も遅れて被害が拡大します。そこで、住宅の耐震化を支援し、地
震災害に強いまちづくりを進めます。

○木造住宅建て替え支援（木造住宅が密集する右図の地域内のものが対象）
75万円を限度に助成
○非木造住宅などの耐震診断支援（区内全域が対象）
10万円を限度に助成
○非木造住宅などの耐震改修支援（区内全域が対象）
100万円を限度に助成
※対象建築物・対象者は木造住宅などの耐震化支援と同じ。アパートは除く。
○大規模マンション耐震診断支援（区内全域が対象）
対象建築物／次のすべてにあてはまる建築物
（1）昭和56年6月前に建築された大規模マンション
（2）延べ面積が1,000㎡以上で、地上階数が3階以上のもの
対象者／マンションの管理組合など
支援内容／耐震診断、耐震性の調査にかかる費用を150万円を限度に助成
○耐震化アドバイザーの派遣
マンションの管理組合などに対して専門家を派遣し、耐震診断や耐震改修に
関するアドバイスなどを行います。
対象建築物／次のすべてにあてはまる建築物
（1）昭和56年6月前に建築された大規模マンション
（2）延べ面積が1,000㎡以上で、地上階数が3階以上のもの
対象者／マンションの管理組合など
支援内容／専門家の派遣（同じ建物に対しては年間3回を限度）
○緊急輸送道路などの沿道（第一京浜沿い）建築物耐震診断支援
対象建築物／次のすべてにあてはまる建築物
（1）緊急輸送道路などの沿道にある建築物で一定以上の高さのもの
（2）昭和56年6月前に建築された建築物
対象者／建築物の所有者（共有の場合は代表者）、管理組合
支援内容／
（1）耐震診断、耐震性の調査にかかる費用を200万円を限度に助成
（2）耐震化アドバイザーの派遣

対象者／昭和56年6月前に建築された、2階建て以下の木造住宅など（戸建て住宅、長屋、アパート）に居住し、次のすべ
てにあてはまる方
（1）65歳以上の単身世帯、夫婦のいずれも65歳以上の世帯、障害等級2級以上の身体障害者のいる世帯
（2）年収200万円未満の世帯
（3）借家やアパートに居住する場合は、建築物所有者の承認を得ている
支援内容／東京都が「安価でできる耐震改修工法・装置」として選定した耐震シェルターなどの設置費用を30万円を限度に助成

耐震シェルターなどの設置を支援します（区内全域が対象）
地震による被害を減少させるためには、建物の耐震化が有効であり、区では、耐震化を促進するため、各種の支援策を用意していますが、耐震化を行うこと
が経済的に困難な高齢者世帯などを対象に、命を守る備えとして、耐震シェルターなどの設置を支援します。

品川区役所 

木造住宅の建て替えを支援する地域 

第
一
京
浜 

品川区耐震改修促進計画（19年12月策定）に基づき
住宅・建築物の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修などへの支援を拡充します。

問い合わせ／建築課15742－6634

◇木造住宅などの耐震化支援◇

◇そのほかの耐震化支援◇

前面道路（L） 

中央 

45。 

高
さ（
Ｌ
／
２
） 

建
築
物 

前面道路の幅が12mを超える場合 
道幅の1／2の高さを超える建築物 

家内安全耐震シェルター 鋼耐震

防災ベッド レスキュールーム

対象となる地域

小山台、小山1～6、荏原1～6
西五反田4～6・8、平塚、中延、西中延
東中延、旗の台1の一部・2～5、戸越
豊町、二葉、大崎2～4
大井1～5・7の一部
西大井1・2・3の一部・4の一部・5・6
東大井5の一部・6、西品川2・3
南品川4・5

対象となる建築物

4.11訂正追加  08.4.4 2:58 PM  ページ 6



※4月1日号3ページ「20年度予算重点施策」の記事
中「高濃度溶解水」は正しくは「高濃度酸素溶解水」
でした。訂正し、おわびいたします。

（6）

お知らせ
平成20年（2008）4.11

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

障害者福祉手当を支給します
障害者福祉手当は、4月25日fごろ受給者
の口座に振り込みます。対象となる方で
申請をしていない方は、お問い合わせく
ださい。なお、申請時に65歳以上の方は
対象になりません。
※振込通知は年に1度、4月期にのみ送付
します。
次のいずれかにあてはまる方

○身体障害者手帳1～3級
○愛の手帳1～4度
○脳性マヒ・進行性筋萎縮症
○戦傷病者手帳特別～第4項症
○規則に定める特殊疾病にり患している
○精神の障害により1級の障害基礎年金な
どを受給している
※児童育成手当（障害手当）に該当する
方、障害者更生施設や特別養護老人ホー
ムなどの施設へ入所している方は手当の
支給対象になりません。
※所得制限額（扶養のない方で3,604,000
円）を超えている方は対象になりません。
※所得超過により対象でなくなった方も、
翌年度以降の所得が制限基準内になれば、
再び申請できる場合があります。
障害者福祉課障害者福祉係

（15742－6707 Fax3775－2000）

障害者の方の職業相談
4月25日f午後1時～4時　※1人30分。
心身障害者福祉会館（旗の台5－2－2）
区内在住で就職を希望する障害者
電話かFAXでハローワーク品川（13588

－8631 Fax3589－3623）へ

国民年金の学生納付特例は
年度ごとに申請が必要です
学生納付特例は、国民年金保険料の納付
が学生の期間猶予される制度です。20年
度分の申請を受け付けますので、学生証
（在学証明）と年金手帳をお持ちください。
社会保険庁から申請書が送付された方は、
案内に従って手続きしてください。
※対象校はお問い合わせください。
※学生納付特例を受けた期間は、年金の
受給資格期間には算入しますが、年金額
には反映しません。10年以内であれば、
さかのぼって保険料を納めることができ
ます。ただし、3年目からは一定の加算金
がつきます。
国保年金課国民年金係15742－6682

品川清掃工場見学会
4月26日g午前10時～11時30分
品川清掃工場（八潮1－4－1）

※現地集合・解散。
50人（先着）
電話で東京二十三区清掃一部事務組合

16238－0615へ

自宅のリフォーム、増改築工事
資金を融資あっせんします
対象工事／自宅のリフォーム・建て替え
（50㎡以上80㎡未満）・増築工事
あっせん条件／金額＝10万～1,000万円
負担利率＝年利1.8％
返済方法＝10年以内の元金均等月割返済
（一括繰り上げ返済のみ可）
申込要件／次のすべてにあてはまる方
①20歳以上で、継続して1年以上区内の同
一の住宅に居住している
②前年の所得が1,200万円以下で、年間返
済金の3倍以上ある
③住民税を滞納していない
④都内または近県に住所があり、十分な
保証能力がある20～65歳の連帯保証人を
立てられる、または信用保証機関などを
利用する（保証料を一括払いした場合は2
分の1を助成）
⑤申込者、連帯保証人とも現在この融資
を受けていない
※建て替え、増築工事の場合は品川区建
築課による建築確認の手続きが必要です。
※金融機関から抵当権の設定または保証
機関の利用を求められる場合があります。
※現場調査をしますので、工事着工前に
ご相談ください。
※アスベスト除去工事、耐震補強工事の
場合は、別途低利の貸付制度があります。
電話か直接、住宅課住宅運営係（本庁

舎6階15742－6776）へ
●住まいの施工業者の紹介
住宅のリフォーム、増改築工事を行う業者
を、区内の建設組合4団体からなる住宅セ
ンター協議会を通じて、紹介しています。
住宅課住宅相談調整担当15742－6777

環境記者とエコ・サポーターを
募集します
●環境記者
電話やEメールなどで身近な環境情報をお
寄せくださる方を、環境記者として登録
します。いただいた記事や写真はホーム
ページなどに掲載します。また、記者同
士の情報交換会も開催します。
●エコ・サポーター
環境学習講座のお手伝いをしてくださる
ボランティアを募集します。
講座で使用する材料・工具などの準備、

受講者のサポート、講師の補助など
―――――― 共　　 通　――――――
環境に関心がある方
環境情報活動センター15742－6533

※詳しくはお問い合わせください。ホー
ムページhttp://www.shinagawa-eco.jp/でも
お知らせしています。

品川区都市計画審議会
4月18日f午前10時から
災害対策本部室（第二庁舎4階）

審議案件／防災街区整備方針の変更ほか
20人（先着）

傍聴方法／当日午前8時30分～9時45分に、
都市計画課（本庁舎6階15742－6760）へ

第33回品川区フリーマーケット
出店者募集
｢しながわECOフェスティバル2008｣フリ
ーマーケットに、家庭で不用となった品
物を出してみませんか。
5月25日a午前10時～午後3時
しながわ中央公園（区役所前）
区内在住で18歳以上の方

※プロの方は出店できません。
募集数／50店（抽選）
※食料品、医薬品、ペット類の出品はで
きません。
※区役所駐車場は使えません。
4月25日f（必着）までに、往復はがき

（1世帯1枚）に「ECOフェスティバルフリ
マ」とし、住所、氏名、年齢、電話番号
を資源循環推進課（0140－8715品川区役
所15742－6754）へ

（仮称）臨海副都心青海地区北側Ｑ
街区開発事業に関する環境影響
評価調査計画書の縦覧と意見書
の提出
●調査計画書の縦覧・閲覧
4月21日bまで
環境課（本庁舎7階）、八潮地域センター

（八潮5－10－27）、東京都環境影響評価課
●意見のある方は意見書を提出できます
提出方法／4月30日d（消印有効）までに、
事業名、住所、氏名、意見を東京都環境
影響評価課（0163－8001都庁第二本庁舎8
階15388－3440）へ郵送か持参

犯罪被害者の相談窓口を
開設します
犯罪被害に遭った方の相談に応じていま
す。犯罪被害者などへの支援情報の提供
や必要な場合は公共機関への付き添いな
どの支援も行います。1人で悩まず、気軽
にご相談ください。
相談窓口・
区民相談室（第三庁舎3階13777－2000）
●警察署でも犯罪被害者の
相談に応じています
品川警察署被害者支援担当13450－0110
大崎警察署被害者支援担当13494－0110
大井警察署被害者支援担当13778－0110
荏原警察署生活安全相談係13781－0110

東京都都市計画審議会
5月22日e午後1時30分から
特別会議室Ａ（都庁第一本庁舎）

審議案件／防災街区整備方針の変更ほか
※詳しくはお問い合わせください。
15人（抽選）

傍聴方法／4月25日f（消印有効）までに、
往復はがきで住所、氏名、電話番号を東
京都都市計画課（0163－8001都庁15388
－3225）へ

カラス対策ごみ袋をご存じですか
区では、カラスからは中身が見えないと
されている黄色の「カラス対策ごみ袋」
を使用することができます。カラス被害
にお困りの方はぜひお試しください。
販売場所／リサイクルショップ「リボン」
旗の台店（旗の台5－13－9）
リサイクルショップ「リボン」大井町店
（区役所第三庁舎）
西友大森店（南大井6－27－25）
西友大井町店（東大井5－18－1）
※カラス対策ごみ袋や、カラス対策の方
法などは区ホームページでも紹介してい
ます。

事業系有料ごみ処理券の
旧券と新券を交換します
同一券種どうしで1枚単位で差額精算し、
新券を交付します。
交換方法／5月1日eから、印鑑と旧有料
ごみ処理券を持って交換場所へ

第1回再就職をめざす
パソコン基礎講座
5月21日d・22日e

午前9時15分～午後4時（全2回）
中小企業センター（西品川1－28－3）
ワード・エクセルの基礎
区内在住で就労をめざし、パソコンで

簡単な文章が作成できる方20人（抽選）
2,000円（教材費）

託児／2歳～就学前のお子さん
5月2日fまでに、往復はがきで講座名、

住所、氏名、年齢、電話番号、動機、託
児希望の方はお子さんの年齢・性別を男
女共同参画センター（0140－0011東大井
5－18－115479－4104）へ

申

￥

人
内
会

日

人

会
日

問

会
日

申

人
会
日

人

会
日

問
人

内

問

申

申
人

会
日

問

申
人
会
日

問

人

交換場所 日　時
品川区清掃事務所（大崎1－
14－113490－7051）

月～土曜
品川区清掃事務所荏原庁舎

9:00～17:00
（平塚1－10－111 3786－
6552）
資源循環推進課 月～金曜
（本庁舎7階15742－6843） 9:00～17:00

ふ り が な

さわやかサービス協力会員募集
さわやかサービス15718－7173
http://shinashakyo.jp/sawayaka/

ボランティア募集
品川ボランティアセンター15718－7172
http://shinashakyo.jp/volunteer/

●作業補助
布きんの製作などを補助します。

週1回から（月～金曜日）
①9:00～12:00 ②13:00～16:00

第二さつき園（八潮5）
●配ぜん・下ぜん手伝い
昼食の盛り付けやお茶だしの手伝いをします。

週1回から（月～土曜日）12:00～13:30
西五反田在宅サービスセンター（西五反田3）

●患者図書室の補助
病院内の図書室で受け付けや書架整理などをします。

週1回から（月～金曜日）
①10:00～13:00 ②14:00～17:00

昭和大学病院（旗の台1）
●余暇活動の補助
30～40歳の知的障害者の余暇活動を補助します。

月1回から（日曜日）9:00～16:00
ひまわり会（南品川5）会

日

会

日

会
日

会

日

さわやかサービスは高齢者や障害者
を対象に、区民相互の助け合いを支
援する有償のボランティアサービス
です。60・70歳代の方も活躍して
います。

掃除、食事作り、外出の付き添
い、通院介助、福祉車両の運転など

18歳以上の方
謝礼／1時間700円（交通費支給）
※詳しくはお問い合わせください。
ホームページでも紹介しています。

●さわやかサービス説明会
活動内容などを映像で詳しく紹介し
ます。気軽にご参加ください。

4月22日C14:00～15:30
当日、社会福祉協議会（大井

1－14－1）へ
参会

日

人

内

ポ

品川区地域貢献ポイント事業
高齢福祉課高齢者支援第三係

15742－6737

4月1日から、品川区地域貢献ポイ
ント事業がスタートしました
高齢者でボランティア活動に参加した
方にポイントを与え（1回1ポイント、
年間50ポイントを限度）、1ポイント
100円で換算し、区内共通商品券と交
換か福祉事業に寄付することで地域貢
献につなげる事業です。これにより地
域でのボランティア活動の普及と高齢
者の社会参加の促進を図ります。

おおむね60歳以上で希望する方
対象のボランティア活動／
①さわやかサービス
②区の指定福祉施設
③ほっと・サロン
④区の指定介護予防事業など
※詳しくはお問い合わせください。

人

ポ

ポ

※　は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

立会川：昨年度実施した実験の成果を踏まえ、
浄化機器（高濃度酸素溶解水）の設置を行います。
目黒川：昨年度、立会川で行ったものと同様の
実験を行います。

立会川・目黒川で河川浄化に取り組みます
19年度の高濃度酸素溶解水による
立会川浄化実験は成功しました

20年度の取り組み

実験開始前（白濁＋臭気） 実験開始後

悪臭→潮の香り

魚影も多数確認できました

19年12月21日号6ページ、20年4月11日号子育て支援特集号4ページで掲載された「一時保育」の
費用は、正しくは、利用時間の長短にかかわらず一律1日2,000円です。訂正しおわびいたします。
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二人で子育て（両親学級）

沐浴実習、講義、マタニティリラクセ
ーション
区内在住で体調の安定している初産カ

ップル各24組（抽選）
5月10日g（必着）までに、往復はがき

に「二人で子育て」とし、希望日時（第3
希望まで）、2人の住所・氏名・電話番号、
出産予定日を日本誕生学協会品川区係
（0151－0063渋谷区富ヶ谷1－9－16－504）へ
保健所13788－7016

保健センター13474－2225

むし歯撃退教室
4月25日f午前10時～11時30分
知って得するむし歯予防、効果的な歯

磨き（実技）、嫌がる場合の克服法
歯が8本くらい生えたお子さんと保護

者20組（先着）
4月15日cから、電話で保健所13788

－7015へ

ＭＲ（麻しん風しん混合ワクチ
ン）の予防接種を拡大しました
20年度から5年間、MRの予防接種は中学1
年生と高校3年生に相当する方も対象に行
います。該当者には毎年4月に直接通知し
ますので、忘れずに接種してください。
対象者・接種時期／
①平成7年4月2日～12年4月1日生まれの方
は中学1年生に相当する年度に接種
②平成2年4月2日～7年4月1日生まれの方
は高校3年生に相当する年度に接種
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15742－6745

母乳相談
4月24日e午後2時30分～4時
助産師による母乳の話・相談、グルー

プワーク
1・2カ月児の母親10人（先着）

※そのほか希望の方はご相談ください。
電話で保健所13788－7016へ

65歳以上の方（第1号被保険者）
の介護保険料を通知します
20年度納入通知書を発送します。4月の
時点では20年度区民税が決定していない
ため、保険料は、19年度区民税を基に仮
算定し、20年度区民税が決定した後の7月
に再度計算します。
地方税法の改正により保険料段階が上
がった方に対して、20年度も緩和措置が
とられることになりました。また、所得
段階が第3段階で一定の要件を満たしてい
る方の保険料減額制度（特例減額）の見
直しを行いました。
※詳しくは通知書に同封されているちら
しをご覧ください。
高齢福祉課介護保険料係15742－6681

公害関連の届け出をしましょう
「工場」と工場以外で公害を規制する
必要のある「指定作業場」（ガソリンスタ
ンド、駐車場、ボイラー、洗濯場など32
種類）は、新設や建物・設備の変更、移
転や廃止をする時などには届け出をする
必要があります。また、騒音や悪臭など
の規制基準を守る義務もあります。
自分の事業所が公害法令に基づく届け
出をしているか、確認をお願いします。
※詳しくはお問い合わせください。
環境課指導相談担当15742－6751

私立幼稚園の入園料補助金
今年度、私立幼稚園に入園した区内在

住の園児の保護者で、まだ同種の補助金
を受けたことのない方
補助金／10万円（負担した入園料が上限）
4月22日cまでに、各幼稚園で配布する

申請書を保育課保育計画係（0140－8715
品川区役所第二庁舎7階15742－6723）へ
郵送か持参

申

人

問

問

申会

人

内
日

問

申会

人

内
日

問

申

人

内

講座名 日　時 内容・講師

5/16F 
先端科学創造シンポジウム

①講演会
13:30～15:00

「心の世界」
足立大進（円覚寺管長）

5/17G 〈第1部〉キャンパスツアー
11:00～12:00（星一資料室ほか）②春の薬草

〈第2部〉講義「マメ類の話、見学会 5/17G 
漢方薬について」13:00～16:30
学生案内による薬草園見学

（7）

保　健　所　荏　原2－9 －6 13788－7016
保健センター　北品川3－11－22 13474－2225
大井保健相談所 大　井2－27－20 13772－2666

問い合わせ

●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

品川区医師会休日診療所……………北品川 3 － 7 －25………13450－7650
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 －11－16………13471－2383
荏原休日応急薬局 ……………………中　延 2 － 4 － 2 ………16909－7111

内 小
内 小

京浜中央クリニック …………………南大井 1 － 1 －17………13763－6706
スフィアタワーデンタルクリニック……東品川 2 － 2 － 8 ………15462－0418
戸越銀座歯科・矯正歯科クリニック……平　塚 1 － 5 － 3 ………15498－0011
田中接骨院 ……………………………南品川 2 －15－ 3 ………13450－2900
綱井接骨院 ……………………………小　山 6 － 2 － 9 ………13781－9330

内 小
歯
歯
骨
骨

4月20日（日）

4月19日（土）
品川区医師会休日診療所……………北品川 3 － 7 －25………13450－7650
品川薬剤師会薬局 ……………………北品川 3 －11－16………13471－2383

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）

内科 小児科 歯科 接骨 薬局内 小 歯 骨

内 小

4月13日（日）
20日（日）

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）

4月13日（日）

ふじいクリニック……………………西大井 4 －15－ 4 ………15718－1417
シモジ歯科 ……………………………北品川 2 － 8 － 6 ………13471－2277
梅宮歯科医院 …………………………平　塚 1 － 5 － 5 ………13781－8880
根岸接骨院 ……………………………東五反田 5 －26－ 6 ………13441－8787
須藤柔道整復院 ………………………中　延 5 － 9 － 5 ………13783－0526

内 小
歯
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 昭和大学病院中央棟4階
13784－8181

小児平日 診療時間　午後８時～午後11時（受付は10時30分まで）夜間

あ な た と 区 と の
平成20年（2008）4.11

健 康

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

●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。

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！

薬
薬

薬

薬

第142回  
しながわ 

日曜コンサート 

 
しながわ 

日曜コンサート 

4月20日a午後1時30分～3時
曲目／シューマン「交響的練習曲Op.13」ほか
出演／品川クラシック音楽協会

当日、中小企業センター3階レクホール
（西品川1－28－313787－3041）へ

参会

日

5月9日f午後1時開演
（0時30分開場）
きゅりあん大ホール

（大井町駅前）
4月24日e（必着）ま

でに、往復はがき（1枚
で2人まで）で住所、電
話番号、参加者全員の
氏名を人権啓発課（0

140－0013南大井5－2－
1713763－5391）へ

申

会

日

憲法
週間 講演と映画のつどい

2007「ALWAYS  続・三丁目の夕日」製作委員会

同大学（荏原2－4－41）
各100人（抽選）
4月25日f（必着）までに、

往復はがきで①か②の講座
名（②は希望の部も、両方
も可）、住所、氏名

ふ り が な

、年齢、
電話番号を生涯学習課学習
推進係（0140－8715品川区
役所15742－6837）へ
※①②は別々の往復はがき
で申し込んでください。

申

人

会 星薬科大学公開講座

会　場 日　時

保健所
①6/  7G 9:30～12:30
②6/  7G13:30～16:30

保健センター
③6/15A 9:30～12:30
④6/15A13:30～16:30

市原悦子
4月12日（土）

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

小

乳幼児の保護者を対象にした子育ての
講座や学習会を、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／子どもの入園や就学の準備、
家庭教育やしつけ、乳幼児の成長と親
のかかわりなど
7月1日c～21年3月15日aに1・2回

の講座（学習会）を開催するグループ
に委託料を支払い（2万円を上限）
※委託料は講師謝礼、保育者謝礼、会
場使用料、事務用消耗品などに使用。
次のすべてにあてはまるグループ

20団体（選考）
①5人以上で構成され、代表者と半数以
上が区内在住・在勤・在学である
②乳幼児の親が会員となって活動して

いる、または子育て支援などの活動を
している
※委託候補団体への説明会を6月10日
c午前に予定しています。
※若葉マーク講習・自主グループ講師
派遣を過去連続して3回受託した団体
は申請できません。
※自主グループ講師派遣、社会教育委
託学級と重複しての受託はできませ
ん。
5月28日dまでに、申請書を生涯学

習課社会教育係（0140－8715品川区
役所第二庁舎7階15742－6836）へ郵送
か持参
申請書配布場所／生涯学習課、文化セ
ンター、児童センター、図書館

申
人

内

好奇心いっぱいでちょっぴりわがまま
な2・3歳の子どもたちの成長を上手に
見守るヒントを学びませんか。
東品川文化センター

（東品川3－32－10）
区内在住か在勤で、2・3歳児の保護

者、育児に興味のある方30人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん30人
（おやつ代500円）

※1歳未満のお子さんは保護者と一緒
に入室できます。
5月8日eまでに、往復はがきかＥメ

ール（携帯電話からは不可）で講座名、
住所、氏名、年齢、性別、電話番号、
託児希望の方はお子さんの氏名・月年
齢・性別を生涯学習課社会教育係
（0140－8715第二庁舎7階15742－6836
E-mail:oubo-sha@city.shinagawa.tokyo.jp）へ

申

人

会

ふ り が な

乳幼児の子育て若葉マーク講習
受託団体募集

子どもの世界が広がるとき～幼児期の子どもの成長とステキに向き合う

日程 内　　　容 講　　　師
子どもの気質に合った“しつけ”が知りたい 松田英子5/27C
引っ込みじあんな子、意地っぱりな子の育てかた （江戸川大学社会学部准教授）

6/  3C
お友だちと仲良くできるかな 大澤洋美
子ども同士のけんかや仲間はずれに出会ったら （二葉幼稚園副園長）

6/  7G
親子で楽しく体力向上！ 中村裕
子どもを運動好きにするヒント （こどもの城体育事業部長）

6/10C
赤ちゃんはどこからくるの?? 北目利子
幼児期からの“性” （日本助産師会助産師）
子どもの成長とステキに向き合うために6/17C
育児のイライラ、｢ママ友｣との関係…見直してみませんか！

松田英子

※時間は午前10時～正午、全5回。

映画「ALWAYS 続・三
丁目の夕日」
出演／吉岡秀隆、堤真一
小雪ほか　※字幕付き。

育児

ふ り が な

※4月15日号人権・同和問題特集号にも掲載されます。

ふ り が な

トークショー「私の選ん
だ女優の道～人と人との
ふれあいを通じて」
出演／市原悦子（女優）
※手話通訳・要約筆記付き。
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■陸上競技初心者審判講習会
5月8日e午後7時10分～8時30分
総合体育館
陸上競技全般にわたる初歩的な規則

の説明など
大会などの役員として協力できる18

歳以上の方
1,500円（登録者1,000円）

主催／品川区陸上競技協会
4月30日dまでに、はがきかFAXで講

習会名、住所、氏名、年齢、電話番号、
簡単なスポーツ歴をスポーツ協会へ

■初めて踊るフォークダンス
5月9日～30日の金曜日

午後7時～8時45分（全4回）
大原小学校（戸越6－17－3）
3,500円
5月2日f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
※初回午後6時30分から、会場でも受け
付け。
※当日は、動きやすい服装で上履き
（ゴム底の運動靴など）を持参してくだ
さい。

■初心者ボウリング教室
5月12日～6月9日の月曜日

午前11時～午後0時30分（全5回）
品川プリンスホテルボウリングセン

ター（港区高輪4－10－30）
講師／上原正雄（プロボウラー）
20人（先着）
6,000円（ゲーム代・靴代込）
4月25日fまでに、費用を持ってス

ポーツ協会へ

■ジュニアソフトテニス教室
5月12日～7月14日の月曜日

午後5時30分～7時（全8回）
総合体育館
小・中学生20人（抽選）
6,400円（保険料込）
4月25日fまでに、往復はがきかFAX

で教室名、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、学校名、学年をスポーツ協
会へ

■シードチャレンジ硬式テニス大会
（女子の部）
5月11日a午前9時から
大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）

試合方法／ダブルストーナメント戦
区内在住か在勤、または連盟登録者

で、区レベルの大会で過去3年間にベス
ト8位に入っていない女性の方52組（先着）
1組3,500円（登録者3,000円）

主催／品川区テニス連盟
5月4日-までに、費用を持ってスポ

ーツ協会へ

■軽井沢キャンプ場ボランティア募集
7月中旬～8月下旬（原則2泊3日以上）
軽井沢レクの森キャンプ場
利用者の野外生活の手伝い、用具の

貸し出し、イベントの開催など
高校生以上で熱意のある方

※経験は問いません。
※交通費と活動費を支給します。
4月19日gまでに、はがきかFAXに

「軽井沢ボランティア希望」とし、住所、
氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ
説明会／
4月25日f午後7時から総合体育館
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内
会
日

申
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人

会
日

申
￥
人
会
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￥
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￥
会

日

申

￥

人

内
会
日

■環境リサイクル講座
さき布から「ぞうり」を作ろう
4月29日-、5月6日0

午後2時～4時30分（全2回）
全回出席できる中学生以上の方25人

（抽選）
1,000円（保険料込）
4月18日f（必着）までに、往復

はがきで講座名、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
15742－6533）へ
※ホームページhttp://www.shinagawa-
eco.jp/からも申し込めます。

■シニアのための男の手料理教室
自分でつくる手料理で
くらしをもっといきいきと！
①品川会場
5月14日～7月16日の水曜日

午前10時～正午（全10回）
介護福祉専門学校（西品川1－28－3）

②荏原会場
5月16日～7月18日の金曜日

午前10時～正午（全10回）
荏原文化センター（中延1－9－15）

―――――　共　　 通　―――――
買い物の仕方、調理実習ほか
次のすべてにあてはまる方

①20人　②16人（抽選）
○区内在住でおおむね65歳以上の男性
○料理経験があまりない
○一人暮らしか、食事を作る必要があ
る
※女性も可。
各10,000円（材料費込）
4月24日eまでに、本人が電話で高齢

事業課いきいき事業係15742－6733へ

■2008品川区民「春のコンサート」
若葉薫る春の夕べを管弦楽の調べでお
楽しみください。
5月24日g午後6時30分開演

（6時開場）
きゅりあん（大井町駅前）

曲目／ベートーべン「交響曲第8番へ長
調」、ストラビンスキー「バレー音楽
『ペトルーシュカ』」
指揮／工藤俊幸
演奏／品川区民管弦楽団
700円（全席自由） ※当日券あり。

共催／品川音楽文化協会　
入場券販売・ 生涯学習課社会教育係

■第100回品川区合唱祭出演団体募集
6月15日a午前11時30分開演
きゅりあん大ホール（大井町駅前）
区内で活動するアマチュアのコーラ

スグループ
※1グループ10分以内（入退場含む）。
1グループ6,000円
5月1日e（必着）までに、往復はが

きに「合唱祭」とし、グループ名、参
加人数（男・女別）、予定曲名、代表者
の住所・氏名・電話番号・FAX番号を
生涯学習課社会教育係へ
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代表番号 13777-1111
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4.11 第1666号

次号 予告
平成20年（2008）

✐品川区役所総合庁舎
耐震改修工事

✐八潮学園開校
✐品川区基本構想

品川区

品川区は、サービス精神、
チャレンジ精神、新感覚
でイメージアップ運動を
進めています。

◆スポーツ◆

●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

=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

4月21日号

■杉野学園公開講座
パリコレクションにみる
身体と衣服の新しい関係
5月24日g午後2時～4時
杉野服飾大学（上大崎4－6－19）

講師／織田晃（杉野服飾大学教授）
16歳以上の方100人（抽選）
5月2日fまでに、往復はがきで講座

名、住所、氏名、年齢、電話番号を生
涯学習課学習推進係へ

■メイプルセンターの講座
①天然酵母で作る
ベーグル・クロワッサン
5月10日g・31日g

午後1時～4時（全2回）
24人（先着）
7,500円（材料費込）

②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
4月24日～6月26日の木曜日

午前10時～正午（全5回）
10人（先着）
11,000円（教材費込）

③英語絵本の読み聞かせと手遊び
Peek-a-Boo!（いないいないばぁ！）
2・3歳コース
4月18日～6月20日の金曜日

午前11時～11時50分（全5回）
2・3歳児と保護者10組（先着）
8,500円（教材費込）

④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
4月15日c、5月20日c

午後3時30分～5時30分
6月12日e午前11時～午後3時（全3回）
※3回目は新国立劇場の施設見学。
12人（先着）
6,000円

⑤書道の腕を生かす
賞状書士養成講座
4月22日～6月24日の火曜日

午後6時30分～8時30分（全5回）
※全6回のうち2回目からの途中入会。
15人（先着）
11,850円（教材費別）

⑥デッサン体験講座
4月22日c、5月13日c

午前10時～午後0時30分（全2回）
15人（先着）
4,000円（モチーフ代込）

―――――　共　　 通　―――――
①きゅりあん（大井町駅前）

②～⑥メイプルセンター（西大井駅前）
電話でメイプルセンター1 3774－

5050へ
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■ゆったり太極拳
4月18日～8月29日の金曜日

午後7時～9時
小学生以上の方
1回300円（小・中学生50円）

運営／
西五反田地区スポ・レク推進委員会

当日、運動できる服装で第一日野
小学校（西五反田6－6－19）へ
生涯学習課スポーツ係

■マスターズバドミントン大会
4月29日-午前9時～正午

試合方法／クラス別ダブルスリーグ戦
ラリーポイント制
50歳以上の男性、45歳以上の女性

※1人でも参加可。
1人1,000円（シャトル代込）
4月18日fまでに、はがきかFAXで大

会名、住所、氏名、電話番号、出場経
験者はクラスをスポーツ協会へ

当日、費用を持って戸越体育館へ

■第59回春季新人優勝卓球大会
5月6日0午前9時から
総合体育館

種目／シングルス＝一般男子・女子
ダブルス＝一般男子・女子
※2種目出場可。
シングルス1,200円（登録者900円）

ダブルス1組1,800円（登録者1,600円）
主催／品川区卓球連盟
4月22日cまでに、費用を持ってス

ポーツ協会へ

■シルバーピンポン＆初心者卓球教室
5月7日～6月25日の水曜日

午後0時30分～2時30分（全8回）
総合体育館
合計30人（抽選）

①シルバーピンポン＝60歳以上の方
②初心者卓球教室＝59歳以下の初心者
①2,500円　②4,000円

（ボール代・保険料込）
4月22日cまでに、往復はがきで教

室名、住所、氏名、電話番号、経験の
有無をスポーツ協会へ

■第1期親子体操教室
5月8日～6月26日の木曜日（全8回）

コース・対象・時間／
パンダ（平成15年4月2日～17年6月1日
生まれ）＝午前9時15分～10時15分
コアラ（平成17年6月2日～18年4月1日
生まれ）＝午前10時30分～11時30分
マット、ボール、リトミック、トラ

ンポリンほか
各50組（抽選）
各3,680円（保険料込）
4月21日bまでに、往復はがきで

教室名、コース名、住所、親子の氏名、
お子さんの性別・生年月日、電話番号
を戸越体育館へ

■初心者硬式テニス教室
5月8日～6月26日の木曜日

午後7時～9時（全8回）
総合体育館
学生を除く16歳以上の方40人（抽選）
5,000円（ボール代・保険料込）
4月22日cまでに、往復はがきで教

室名、住所、氏名、年齢、電話番号を
スポーツ協会へ
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◆講座ほか◆ ■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

ふ り が な

ふ り が な

ふ り が な

古紙を配合した紙を使用しています

4月15日号人権・同和問題
特集号が出ます
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