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10月18日G・25日G

午後1時～4時（全2回）
同大学（旗の台1－5－8）
200人（抽選）
10月3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（0140－8715品
川区役所15742－6837）へ

申

人

会

日

動脈硬化の
予防と治療

昭和大学公開講座
「暮らしと健康」

ごみの分別変更に伴い、今までの「可燃ごみ」は【燃やすごみ】
に、「不燃ごみ」は【陶器・ガラス・金属ごみ】に変更します。

ご意見をお寄せください

冊子『ごみ・資源の分け方・出し方』をより充実さ

せるため、皆さんのご意見をお寄せください。

収集日
広町・八潮地区を除き変わりません。

※冊子『ごみ・資源の分け方・出し方』をご覧ください。

収集方法
八潮地区を除き変わりません。

【燃やすごみ】週2回、各戸収集

【陶器・ガラス・金属ごみ】週1回、各戸収集

【資源】週1回、ステーション回収

資源回収ステーションで回収する資源は9品目から11品目と
なり、23区でもトップクラスの資源回収推進区になります。

資源回収の種類
新聞・ちらし、雑誌・書籍、段ボール、紙パック、紙箱、びん、缶、ペッ

トボトル、乾電池、 蛍光灯（割れていないもの）、 プラスチック製容

器包装（汚れていないプラマーク の付いたプラスチック・トレー・発泡

スチロール類）

資源回収ステーション
とは？

資源を出していただいている場所です。

区民の皆さんから多くのご要

望があった「分別方法をわか

りやすく説明した冊子」を

『ごみ・資源の分け方・出し

方』として作成し、全世帯

に配布しました。11月中旬

ごろから配布する『ごみリサイクルカレン

ダー』とあわせてご活用ください。

※冊子『ごみ・資源の分け方・出し方』は、

品川区清掃事務所、品川区清掃事務所荏原

庁舎、資源循環推進課（本庁舎7階）、地

域センターにあります。

本紙6月11日号や冊子『ごみ・資源の分け方・出し方』でご案内しているように
10月1日（水）から区内全域で、ごみ・資源の分別方法と名称が変わります。4・5ペー
ジでごみ・資源の分け方・出し方をお知らせしていますのであわせてご覧ください。

ふりがな

ふりがな

秋の 実施中
9月30日（火）まで

管理工事課交通安全係15742－6615問

交通安全
運動

【運動の基本】高齢者の交通事故防止
【運動の重点】
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．夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用
中の交通事故防止

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

【トワイライト・オン運動】夕暮れ時は車両
のライトを早めにつけましょう。歩行者やほ
かの車両からはっきりわかり、事故を未然に
防ぎます。自転車も必ずつけましょう。

9月30日は「交通事故死ゼロを目指す日」です
10月25日G

第1部（午前11時～正午）
キャンパスツアー
第2部（午後1時～4時30分）
ミニ講義「キクのいろいろ」「薬用ニンジ
ンについて」、学生案内による薬草園見学　
同大学（荏原2－4－41）
100人（抽選）
10月6日B（必着）までに、往復はが

きで講座名、希望の部（両方も可）、住所、
氏名、年齢、性別、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　

申

人

会

日

星薬科大学公開講座

秋の薬草見学会

ごみとリサイクルの情報誌を
ご活用ください

「ごみ」の呼び方が
変わります

資源回収する
品目が増えます

10月5日A午前9時～午後1時
コース／しながわ区民公園北口～京
浜運河緑道公園～平和の森公園～大
森ふるさとの浜辺公園　※約7km。
100円　
当日午前9時～9時30分に、費用

を持ってしながわ区民公園北口（勝
島3－2）へ　
※参加スタンプホル
ダー（首にかける名
札）をお持ちの方は
ご持参ください。
生涯学習課スポー

ツ係15742－6838
問

参
￥

日

●マンションなど、集合住宅にお住まいの方：敷地内の決められた場所に出してください。
●一戸建てにお住まいの方：玄関先や門の前など、決められた場所に出してください。
※転入した方や転居した方は、品川区清掃事務所へご連絡ください。
●事業系ごみ：区で収集する場合は、「品川区有料ごみ処理券」をはって出してください。

燃やすごみ、
陶器・ガラス・

金属ごみの各戸収集を
行っています
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お正月も保養所を

●対象
区内在住か在勤の方が利用できます。
●申し込み（12月31日～1月分）
10月1日～15日（消印有効）に、申込用はがきかFAXに必要事項
（代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人数な
ど）を書いて応募してください。※12月31日～1月3日の連泊
は2泊までとなりますので、ご注意ください。
●抽選後の空き室予約
2カ月先までの空き室については、利用日の2カ月前の同日午前
9時から区民課または希望の施設へ電話でお申し込みください。

品川区立保養所
区民課15742－6687 Fax 5742－6877 

※受付は月～金曜午前9時～午後5時（施設は営業日の6時まで）。

施設名・電話 1月の宿泊できない日
伊東温泉品川荘 無休10557－35－0321
宮城野温泉箱根荘 7日10460－ 82－4037
日光しながわ光林荘
10288－54－0988 無休

●対象
区内在住の方が2人以上（大人1人と子ども1人でも可）で利
用できます（1回2泊まで）。
●申し込み（12月31日～1月分）
10月1日～15日（消印有効）に、専用はがき（往復はがき）に必
要事項（施設名、希望日など）を書いて応募してください。
※12月31日～1月3日の連泊は2泊までとなりますので、ご注
意ください。
●抽選後の空き室予約
2カ月先までの空き室については、利用日の2カ月前の同日午前10時
30分からKNTツーリスト新宿営業所へ電話でお申し込みください。

施設名 住所・電話

湯河原大滝ホテル
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上750－1
10465－62－7111

熱海ホテル 静岡県熱海市熱海1993－250
ニューアカオ 10557－82－5151
伊豆長岡　 静岡県伊豆の国市長岡1056－1
小松家　八の坊 1055－948－1301

民間借り上げ保養施設
KNTツーリスト新宿営業所13354－4021

※受付は午前10時30分～午後6時30分（日曜、祝日は6時まで）。

抽選にもれた方も空き室の問い合わせを！

ご利用ください

＊小松家八の坊の団体利用（年末年始除く）はご相談ください

＊

東16番水澤観音と
日本一 びす様と那須の 葉と
須与一ゆかりの地をたずねて

10月15日D午前7時45分～17日
F午後5時30分（大井町駅前集合・解
散、2泊3日、往復バス）
15日＝坂東16番水澤観音・水沢手

打ちうどん・奥日光
16日＝Mtジーンズスキー場（ロープ
ウェー）・那須高原・那須与一の里
17日＝真岡大前神社（日本一えびす
様）・笠間市・千代田町農園（栗拾い）
45人（先着）※最少催行人数24人。
31,000円

（2泊7食、1室3・4人利用の場合）
※1・2人で参加し、相部屋が不可能
な場合は追加部屋代をいただきます。
※区内の小学生や70歳以上の方、障害
者の方は割引があります。
電話でしながわ光林荘10288－

54－0988へ
申

￥
人

内

日

坂
え 紅

那

区では、特色ある学校づくりと学校選択制を柱に、
教育改革「プラン21」を進めています。学校を選択
するにあたっては、保護者の皆さんに学校をより多
く知っていただくことが何より大切です。そのため
区立小・中学校では学校公開を行っています。
この機会にぜひ、学校の様子をご覧ください。

学校案内パンフレット
全小・中学校を紹介する学校案内のパンフレット
を、対象のご家庭に希望申請票と一緒に送ります。
また、各学校でも独自のパンフレットを作成し、学
校の特色や取り組みなどを紹介しています。

ホームページ
全小・中学校でホームページを作成し、学校の概
要、特色ある教育活動の様子などを紹介しています。
区ホームページの「便利ガイド」の「学校」⇒

「小学校・中学校ホームページ」で各学校をクリッ
クしてください。

小学校に入学する方を対象に各学校で行います。詳しくは希望申請票に同封する注意事項などをご覧くださ
い。就学時健康診断票も一緒に送ります。

18年度から区立のすべての小・中学校で「品川区小中一貫教育要領」に基づく小中一貫教育を実施し
ています。施設も一体となる一貫校の整備計画は次のとおりです。

●小中一貫校日野学園
（第二日野小学校と日野中学校）
18年4月に開校しました。
●小中一貫校伊藤学園
（原小学校と伊藤中学校）
19年4月に開校しました。
●小中一貫校八潮学園
（八潮学園小学校と八潮学園中学校）
4月に旧八潮南小学校・八潮南中学校の校舎を
使用し、小中一貫校として開校しました。現在、
旧八潮小学校・八潮中学校を改修工事中で、21
年9月に新しい校舎に移る予定です。
●（仮称）荏原西地区小中一貫校
（平塚小学校と荏原平塚中学校）
22年4月開校に向けて、旧平塚中学校の敷地
に建設中です。

●（仮称）品川地区小中一貫校
（品川小学校と城南中学校）
23年4月開校に向けて、品川小学校・城南中
学校の敷地に幼保施設も並設した、施設一体型
一貫校を建設します。来年度から工事に入る予
定です。
●（仮称）荏原東地区小中一貫校
（杜松小学校・大間窪小学校を統合した新小
学校と荏原第三中学校・荏原第四中学校を
統合した新中学校）
25年4月開校に向けて、大間窪小学校と荏原
第三中学校の敷地を活用して施設一体型一貫校
を建設する予定です。
統合時期は、中学校は工事が始まる23年度、

小学校は校舎が完成する25年度を予定していま
す。

小中一貫校を整備しています

●小学校
学校名 電話 学校公開日

品　　川 3474－4232
10/14C～18G
21年2/12E～14G

城　　南 3471－7919
10/24F・25G学校説明会
27Bふれあい給食

浅 間 台 3474－2727 10/24F・25G
三　　木 3491－0404 10/24F・25G
御 殿 山 3441－0814 10/9E～11G
城南第二 3471－7481 10/17F・31F

第一日野 3492－6258
10/23E～25G、11/7F市民科公
開講座、21年2/12E～14G

小中一貫校　
日野学園

3441－3209 10/8D～11G、21年2/2B～6F

芳　　水　 3491－1555 10/28C

第三日野 3441－6452
10/14C・15D
21年2/6F・7G

第四日野 3491－1281 10/4G
台　　場 3471－3397 10/24F・25G
大井第一 3771－5240 10/15D～17F

鮫　　浜 3765－2844
10/8D～10F
※9Eは市民科公開講座

山　　中 3772－3006 10/23E～25G
小中一貫校
伊藤学園

3771－3374 10/7C～11G、21年2/6F

立　　会 3474－3424 10/14C～21C
浜　　川 3761－0530 10/17F・18G
伊　　藤 3771－5331 10/20B～25G
鈴 ヶ 森 3763－6631 10/3F・4G
小中一貫校
八潮学園

3799－1641 10/7C～11G、21年2/10C

京　　陽 3781－4775 10/14C～16E
延　　山 3781－3806 10/23E～25G
中　　延 3781－4016 10/3F・4G
小　　山 3781－0044 10/14C～18G

第二延山 3781－1348
10/16E～18G
21年1/15E～17G

後　　地 3781－0890 10/16E・17F・19A
平　　塚 3781－6420 10/16E～18G
清 水 台 3781－4841 10/9E～11G
小 山 台 3712－7587 10/11G・14C～17F
杜　　松 3781－4376 10/17F・18G市民科公開講座
大　　原 3781－4487 10/24F・25G
宮　　前 3781－4386 10/3F・4G
大 間 窪 3781－3920 10/15D・16E、21年2/6F・7G
源 氏 前 3781－4348 10/24F・25G、21年2/20F・21G
戸　　越 3781－2856 10/10F・11G、21年2/25D・26E
旗　　台 3785－1687 10/4G・6B・7C
上 神 明 3781－4792 10/24F・25G

品
川
・
大
崎
ブ
ロ
ッ
ク

荏
原
西
ブ
ロ
ッ
ク

荏
原
東
ブ
ロ
ッ
ク

大
井
・
八
潮
ブ
ロ
ッ
ク

※日程は変更になることがあります。
※時間や内容については、各校へお問い合わせください。
※公開日以外の日にご覧になりたい場合は、各校へご相談ください。

●中学校
学校名 電話 学校公開日

東　　海 3471－6951 10/2E～4G
9/27G学習成果発表会

城　　南 3474－2671 10/4G～8D、11/1G運動会
21年2/13F・14G連合作品展

小中一貫校
日野学園

3441－3209 10/8D～11G、21年2/2B～6F

大　　崎 3491－6623
10/9E～11G、25G文化祭
21年1/16F

浜　　川 3761－1014 10/14C～18G
小中一貫校
伊藤学園

3771－3374 10/7C～11G、21年2/6F

鈴 ヶ 森 3765－2849 10/17F・18G
冨士見台 3772－0900 10/11G～17F

○公開日には説明会も行います
10/2E（説明会15:50から）

荏原第一 3785－1680 10/3F（説明会16:10から）
10/4G（説明会14:50から）
10/7C（説明会15:50から）

荏原第三 3781－4966 10/15D・16E

荏原第四 3782－2930
10/14C～21C、11/1G四中祭
21年1/13C～23F書初展、2/7G

荏原第五 3781－5643 10/20B～25G、21年2/6F

荏原第六 3781－7776
9/29B・30C
10/2E・3F・6B～11G

戸 越 台 3781－6250 10/20B～24F

荏原平塚 3782－7770
9/29B～10/4G、11/1G、12/4E
21年1/16F、2/6F、3/13F

小中一貫校
八潮学園

3799－1641 10/7C～11G、21年2/10C

指導課小中一貫教育担当15742－6595問

小中一貫校を含め、学校改築を順次進めています。工事期間中は、ご不便をおかけしますが、児童・
生徒の安全と学習環境の確保に万全を尽くしますので、ご理解とご協力をお願いします。

●小山小学校
2月に新校舎が完成しました。現在、校庭整備、
外構工事を行っています。21年2月の完成を予定
しています。

●第一日野小学校
7月に、建設工事に着手しました。21年度末の
しゅん工を予定しています。
●第三日野小学校
4月に、建設工事に着手しました。21年度末の
しゅん工を予定しています。

学校改築を進めています 庶務課校舎改築計画担当15742－6833問

それぞれの学校を知っていただくために

学校公開の日程

就学時健康診断を実施します

問い合わせ

学務課
第二庁舎7階

15742－6828
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〈
広
告
〉

10月1日号で12～3月分の 
募集をします。 
 

広報紙に広告を 
   掲載しませんか 
『広報  しながわ』の21日号では、 
  区内で営業して いる店舗・会社 
  などの広告を掲載しています。 

  問い合わせ  
広報広聴課15742－6644

小学校 平成14年4月2日～15年4月1日に生まれた方 中学校 平成8年4月2日～9年4月1日に生まれた方

来年4月に小・中学校の新1・7年生になるお子さんがいる家庭に、9月下旬に希望申請票を送ります。
通学区域外の小・中学校に入学を希望する方は、10月31日fまでに学務課へ提出してください（郵送は同日消印有効）。

小学校

区内38校を4ブロック（品川・大崎、大井・八潮、
荏原西、荏原東）に分け、通学区域が属するブロッ
ク内から入学する小学校を希望できます。
※ブロックの分け方については、2ページ「学校公
開の日程」にある表をご覧ください。
次の学校については、施設の状況により、通学区
域の内外を合わせた受け入れ枠を設けます。

希望申請が受け入れ枠を超えた場合、通学区域外
の希望者については公開抽選とし、日時と結果は該
当者にお知らせします。通学区域内の希望者で定員
となった場合は抽選を行わないこともあります。兄
姉が在籍していても優先扱いはありません。
上記以外の学校でも、希望申請が多数の場合、施
設の制約上抽選を行うことがあります。

中学校

区内全16校で入学する中学校を希望できます。
次の学校については、施設の状況により、通学区
域の内外を合わせた受け入れ枠を設けます。

希望申請の結果、入学者が受け入れ枠を超えるこ
とが想定される場合、通学区域外の希望者について
は抽選を行います。通学区域内の希望者で定員とな
った場合は抽選を行わないこともあります。兄姉が
在籍していても優先扱いはありません。
上記以外の学校でも、希望申請が多数の場合、施
設の制約上抽選を行うことがあります。

小中一貫校

日野学園（第二日野小学校と日野中学校）、伊藤学
園（原小学校と伊藤中学校）、八潮学園（八潮学園小
学校と八潮学園中学校）については、募集方法が異
なります。

●一貫小学校の受け入れ順位
第1順位　一貫小学校通学区域
第2順位　一貫中学校通学区域
第3順位　小学校ブロック内
第4順位　区内全域

●一貫中学校の受け入れ順位
第1順位　一貫中学校通学区域・一貫小学校在籍者
第2順位　一貫中学校通学区域内小学校の在籍者

で一貫中学校通学区域外
第3順位　区内全域

新1・7年生の入学対象者

入学する学校を選択できます

ドルチェ 103-3280-0814
大崎駅すぐ　山手線・湘南新宿ライン・りんかい線 

ドルチェ 

区では小中一貫教育を行い、中学1年生を7年生、2年生を8年生、3年生を9年生としています

■受け入れ枠
小学校名 受け入れ学級

大井第一 各4学級（140人）
第三日野・立会・第二延山 各3学級（各100人）
品川・城南・城南第二
芳水・伊藤・延山・小山 各2学級（各60人）
大間窪・戸越・小山台

■受け入れ枠
中学校名 受け入れ学級

荏原第一 各5学級（185人）
荏原第五 各4学級（145人）
戸越台・荏原平塚 各3学級（各105人）
荏原第三・荏原第四 各2学級（各65人）

■一貫小学校受け入れ枠
小学校名 受け入れ学級

第二日野・原・八潮学園 各3学級（各100人）

■一貫中学校受け入れ枠
中学校名 受け入れ学級

日野 4学級（145人）
伊藤 5学級（185人）
八潮学園 3学級（105人）

※希望申請が受け入れ枠を超えた場合、第1順位以
外の希望者について公開抽選とし、日時と結果は該
当者にお知らせします。優先順位によって定員とな
った場合は、抽選を行わない場合があります。兄姉
が在籍していても優先扱いはありません。



●びん（飲食用）
※一升びん、ビールびんなどのリターナブルびん＊は販売店でも回

収しています。
＊ビールなどのメーカーが酒販店などから回収し再利用する空きびん。返却す
れば容器代が払い戻される。

●缶（飲食用）
※異物は入れないでください。

●ペットボトル
※キャップはプラスチック製容器包装です。

※ のついているみりん風調味料などの容器もペットボトルとして

回収します。

割れていない蛍光灯

・軽くすすいでください。
・キャップやふたは外し、素材別
に出してください。
・品目ごとに「中身の見える袋」か
「コンテナ」に入れてください。

軽く水ですすぎ、「中身の見える
袋」に入れて出してください。

破損防止のため、買ったときの箱
や筒に入れるか新聞紙などで包
み、横にして出してください。

品目別にひもでしばって、出して
ください。

●乾電池（単1～5、角形9Ｖ）

（4）

●資源はステーション回
収を行っています。当
日の朝8時までに出して
ください。
●資源回収は、品目ごと
に回収車・回収時間が
異なります。
●資源回収ステーション
はごみ捨て場ではあり
ません。燃やすごみ、
陶器・ガラス・金属ご
み、粗大ごみは出さな
いでください。

ペットボトルの回収種類が
増えます

これまで不燃ごみとして回収して
いた、しょうゆ加工品（めんつゆ
など）、みりん風調味料、食・調味
酢、ドレッシングタイプ調味料
（ノンオイル）などの容器をペット
ボトルとして回収します。これら
の品目は、21年 3月 31日まで
に、 （プラマーク）から （ペ
ットマーク）に識別表示マークの
変更が行われます。識別表示マー
クが に切り替わったものは【資
源・ペットボトル】として、汚れ
ていない のついたものは【資
源・プラスチック製容器包装】
として、汚れのあるものは【燃や
すごみ】として出してください。

21年3月31日で
23区推奨ごみ袋を
廃止します

可燃ごみを出すときに使用してい

る「東京23区推奨ごみ袋」を、21

年3月31日で廃止します。4月から

は市販の透明や半透明のごみ袋を

お使いください。なお、4月以降も

23区推奨ごみ袋は使用できます。

カラス被害防止の品川区推奨袋は
引き続き利用できます

販売場所／

●リサイクルショップ「リボン」

大井町店（広町2－1－36）

旗の台店（旗の台5－13－9）

●西友

大井町店（東大井5－18－1）

大森店（南大井6－27－25）

分け方・出し方
出し方

このマークがついている 
ものが対象です 

光灯 

「中身の見える袋」で出してく
ださい。

注意！

品川区清掃事務所13490－7051

品川区清掃事務所荏原庁舎13786－6552

資源循環推進課15742－6843
問い合わせ

蛍光灯の中の水銀も
リサイクルします

カラスにごみを荒ら

されてお困りの方は、

「品川区推奨」と記載

のある黄色いごみ袋

をご利用ください

資源の収集方法

汚れていないプラスチック製容器包装
容器類、ボトル類、カップ類、ペットボトルのキャップ、トレイ類、

袋類、発泡スチロール類

ステーション回収資　　源

●新聞・ちらし
※新聞回収袋でも出せます。

●雑誌・書籍
●段ボール （折りたたんで、束ねる）

●紙パック （すすいで開いて乾かし、束ねる）
※内側がアルミはくのものは燃やすごみに出してください。

●紙箱（菓子箱、ティッシュ箱など）（折りたたんで、束ねる）
※ティッシュ箱はビニール部分を取り除いてください。

●汚れが落ちにくいプラスチック製容器包装やおもちゃ、文具、雑貨品などのプラス
チック製品本体は燃やすごみに出してください。

●割れたものは、陶器・ガラス・金属ごみ
に出してください。

●充電式・ボタン電池は協力店のリサイクル
ボックスをご利用ください。

●割れたびん、一斗缶、油や汚れが付いているものや中に吸い殻が入っているものは
陶器・ガラス・金属ごみで出してください。



金属部分が外せない場合は、その

まま「燃やすごみ」に出してくだ

さい。外せるときは、「陶器・ガラ

ス・金属ごみ」に出してください。

革製品は「燃やすごみ」になりましたが、
かばんなどの金具部分は
どうすれば良いですか？

Ｑ.

燃やすごみ

（5）（5）

ごみ・資源の分け

汚れているプラスチック製容器包装　 ・そのほかのプラスチック
プラスチック製バケツ、菓子の包装、マヨネーズの容器、フロッピーディスク、ＣＤ、ビデオテープ、

ボールペン、歯磨き粉チューブ、歯ブラシなど

●陶器 ●金属類 ●割れた蛍光灯 ●電球
●刃物 ●ガラス ●鏡

●カセットボンベ
●スプレー缶 ●ライター

「中身の見える袋」に一緒に入れ
て出してください。

陶器・金属類とは別の「中身の
見える袋」に入れて出してくだ
さい。

ゴム製品類
ゴムホース、ゴム手袋、ゴムボール、そのほかゴム製品

革製品類
革靴、バッグ、ランドセル、そのほか革製品

「中身の見える袋」に一緒に
入れて出してください。

「ふた付きの容器」に入れる
場合も「中身の見える袋」
に入れて出してください。

※土・砂・石などは、収集できません。品川区清掃事務所にご相談ください。

出し方

出し方

危険な物は、新聞紙などに
包んで赤字で「キケン」と
表示して出してください。

10月1日（水）
からの

各戸収集

各戸収集陶器・ガラス・金属ごみ

※必ず中身を使い切ってから出してください。

よくある質問

●生ごみ（よく水を切る）●紙くず ●食用油（布や紙に染み込ませるか、凝固剤で固める）
●少量の木くず・草・生花 ●紙おむつ（汚物は取り除く）

A.
同じプラスチック製品ですが、材質が

違うので回収した資源を持っていく場

所が異なるためです。別々に回収する

ので、袋を分けて出してください。

なぜペットボトルは、
プラスチック製容器包装と
一緒の袋で回収しないのですか？

Ｑ.

A.
軽く水ですすいで食べかすがついてい

ない程度です。汚れの落ちにくいもの

や、汚れのひどい容器包装は「燃やす

ごみ」に出してください。

汚れていない
プラスチック製容器包装の汚れとは
どの程度のものですか？

Ｑ.

A.



長寿医療（後期高齢者医療）の
保険料は10月より年金からの特
別徴収が始まります
10月から、年金が支給される偶数月に、2カ
月分の保険料が年金から差し引かれます。
7・8月にお送りした納入通知書の「保険

料の内容」が10月以降「特別徴収」になっ
ている方
※8月までに口座振替の申し出をした方を
除きます。
●次のいずれかにあてはまる方は、申し出
により、年金からの保険料差し引きの代わ
りに口座振替を選択できます
①これまで国民健康保険に加入し、国民健
康保険料の未納のない方
②年金収入180万円未満の方で世帯主か配偶
者の口座から保険料を納める方
※詳しくはお問い合わせください。
高齢事業課高齢者医療係15742－6937

国民健康保険の保険料は
10月より年金からの
特別徴収が始まります
10月から、年金が支給される偶数月に、2カ
月分の保険料が年金から差し引かれます。
6～8月にお送りした納入通知書の「保険

料の内容」が10月以降「特別徴収」になっ
ている方
※年金から保険料を差し引く代わりに口座
振替の申し出をした方を除きます。
●保険料の未納のない方は、申し出により、
年金からの保険料差し引きの代わりに口座
振替を選択できます
※詳しくはお問い合わせください。
国保年金課資格係15742－6676

街頭労働相談会
10月2日e午前11時～午後3時30分
大崎駅南口東西自由通路
労働条件・労使関係・雇用保険・労働

保険・社会保険などの相談ほか
当日、会場へ
労働相談情報センター大崎事務所

13495－6110

品川区国民健康保険加入者の
特定健康診査
品川区国民健康保険に加入する40～74歳
の方（3月31日現在加入し、誕生月が10～
3月の方）へ「特定健康診査受診券」など
を送付しました。特定健康診査は無料で
受診できます。12月までに区内契約医療
機関で受診してください。65歳以上の方
は介護予防のための生活機能評価も同時
に受けられます。詳しくは同封する案内
をご覧ください。
国保年金課保健指導係15742－6902

国民健康保険医療費を通知します
品川区国民健康保険の加入者に、1～6月
に医療機関・柔道整復師（接骨師）で受
診したときの医療費・施術費の月額を、9
月下旬ごろ通知します。ただし、医療
（施術）費の月額（10割）が10,000円未満
の場合と医療機関などからの請求が遅れ
ている場合は除きます。この通知は皆さ
んの健康づくりのためにお送りするもの
で、特に手続きは必要ありません。
国保年金課給付係15742－6677

低所得者の自立を支援します
○就職チャレンジ支援
職業訓練の機会を提供し、安定した就業
に向けて支援します。
○チャレンジ支援貸し付け
中学3年生、高校3年生の学習塾などの受
講料や大学受験料を貸し付けます。
生活福祉課相談係15742－6714

シルバー人材センター
入会出張相談
自分にあった仕事がみつかります。
9月30日c午前10時～午後3時
大井第二区民集会所（大井2－27－20）
区内在住で健康で働く意欲のある60歳

以上の方
シルバー人材センター東大井支所

13450－0713
※55歳からの無料職業紹介所「サポしな
がわ」の入会相談も開催します。

住まいの施工業者を紹介します
住宅の増改築や修繕などの工事をする方
に、品川区住宅センター協議会を通じて、
地元で信頼できる業者を紹介します。ま
た、住宅修築資金の融資あっせんも行っ
ています。
住宅課住宅相談調整担当15742－6777

第3回東京二十三区清掃一部事務
組合議会定例会を傍聴できます
9月26日f午後2時から
30人（先着）
当日午後1時から、区政会館20階

（千代田区飯田橋3－5－1）で受け付け
東京二十三区清掃一部事務組合

15210－9729

品川介護福祉専門学校　
社会人・大学生入学選考学生募集
修業年限／2年（昼間）
取得資格／介護福祉士（国家資格）
応募資格／次のいずれかにあてはまる方
①社会人経験が1年以上あり、高校を卒業
または同等以上の学力がある
②短大・大学に在学している
募集要項配布場所／同校（西品川1－28－
3）、地域センターほか
選考日程／
10月31日fまで随時実施（事前予約制）
※品川区の修学資金制度あり。詳しくは
お問い合わせください。
同校15498－6364

ぷりすくーる西五反田　職員募集
任用期間／21年3月31日まで（更新あり）
勤務日数／週5日（月～土曜）
勤務時間／7:30～20:30のうち8時間
勤務内容／保育園勤務
保育士若干名（選考）

※給与など詳しくはお問い合わせください。
勤務場所・ 電話連絡の上、履歴書を持
ってぷりすくーる西五反田（西五反田3－
9－915759－8081）へ
保育課保育計画係15742－6723

品川総合福祉センター 職員募集
試験日／10月2日e

勤務場所／同センターほか
職種（選考）／介護士・支援員15人程度
看護師・調理員若干名
※詳しくはお問い合わせください。
電話連絡の上、履歴書を同センター

（0140－0003八潮5－1－113790－4729）
へ郵送

みんな集まれ　
ふくしまつり2008
10月11日g午前10時30分～午後4時　

※雨天決行。
大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎

（大崎駅前）
バザー、福祉施設などの手作り作品の

販売、模擬店、健康リハビリ体操など
障害者福祉課障害者福祉係

（15742－6707 Fax3775－2000）
問

内

会

日

申

問

申

人

問

問

参会
人
日

問

問

人
会
日

問

問

問
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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

お知らせ

ケーブルテレビで放送された会議のビデオテープ（VHS）を貸し出していま
す。希望の方は電話で区議会事務局15742－6810へ。

17:00～17:45 20:00～20:45 21:00～21:45

9/29 渡辺　裕一（自民） 金野　孝子（公明）
B ‾‾ （再）10/4 G 9:00～9:45 （再）10/4 G 11:00～11:45

9/30 宮崎　克俊（共産） 稲川　貴之（民主）
C ‾‾ （再）10/4 G 14:00～14:45 （再）10/4 G 15:00～15:45

10/1 原　　浩三（自民） 若林　広毅（公明）
D ‾‾ （再）10/4 G 17:00～17:45 （再）10/5 A 9:00～9:45

10/2 石田　秀男（自民） 鈴木ひろ子（共産）
E ‾‾ （再）10/5 A 11:00～11:45 （再）10/5 A 14:00～14:45

10/3 渡部　　茂（無ク） 石田　慎吾（民主） 西本　貴子（無会）
F （再）10/5 A 15:00～15:45 （再）10/5 A 17:00～17:45 （再）10/5 A 20:00～20:45

本会議での一般質問の様子が、ケーブ
ルテレビ品川で放送されます。区議会
本会議の放送では、手話通訳を取り入
れています。

■拠点回収
（食品トレイ、古着、廃食用油）
10月11日G・25日G午前10時～正午＝小学校な
ど20カ所（台場・三木・第一日野・第三日野・
後地・小山・第二延山・大原・鈴ヶ森・浅間
台・京陽・城南第二・立会・旗台・大井第一・
大間窪小学校、日野学園、大井第三・八潮地域
センター、区役所）
■エコボックス（紙パック、食品トレイ）
東品川公園（東品川3－14）ほか27カ所に設
置しています。

●10月5日A午後2時～6時
戸越銀座銀六商店街

募集数／60店　出店料／無料
往復はがきでギャラリーカメイ（0142－

0042豊町1－4－1613783 －0808）へ
●10月11日G午前10時～午後3時
戸越公園（豊町2－1）

募集数／20店　出店料／800円
電話でグローバルリサイクル・濱島

1090－1618－2247へ
●10月12日A午前10時～午後4時30分
※雨天は10月13日_。
武蔵小山駅前通り商店街

募集数／100店　出店料／800円
往復はがきで武蔵小山駅前通り商店街振

興組合（0142－0062小山3－15－615788
－4515）へ
●10月26日A午前10時～午後4時
林試の森公園（小山台2－6）

募集数／100店　出店料／500円
電話かFAXで林試の森コンサート実行委

員会1・Fax3449－5626へ

「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」を紹介
しています。毎月1日発行で地域センター、
図書館などに置いてあります。掲載希望の
方は、電話でお申し込みください。

ご来店をお待ちしています。18歳以上の方
はだれでも出品できます。希望の方は電話
か店頭で予約してください。
※予約後、住所・年齢の確認ができるもの
を持ってご来店ください。
手数料／出品1点につき100円
※販売実費として、売り上げの40％をいた
だきます。
※不用品交換情報ボードは無料です。ご希
望の方はご来店ください。
定休日／両店とも水曜
※買い物袋をお持ちください。
旗の台店 旗の台5－13－9
旗の台駅南口下車 15498－7803
営業時間／午前11時～午後7時
取扱商品／衣服など日用品
※旗の台店では買い取りも行っています。

大井町店 広町2－1－36
第三庁舎2階 15742－6933
営業時間／午前11時～午後5時30分
取扱商品／家具、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に
運送業者を紹介します（運送料は有料）。

申

会

申

会

申

会

申

会

ご協力ください

リサイクルショップ「リボン」

資
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問

フリーマーケット

リサイクル情報紙「くるくる」

出店者募集

10月3日Fまで　午後1時～4時
※予約なしでお持ちください。
※身分証明書をお持ちください。
※出品は1人1回10点までです。

日

旗の台店
「秋の紳士用品」出品募集

区議会の
ケーブルテレビ

放送

国民健康保険の届け出をお忘れなく
国民健康保険は皆さんが助け合って、健康を守るための制度です。次のようなと
きには14日以内に届け出が必要です。国保年金課（本庁舎4階）、品川第一・大崎
第一・大井第一・荏原第一・荏原第四・八潮の各地域センターで手続きをしてく
ださい。外国人の方の手続きと、出産育児一時金・葬祭費の手続きは国保年金課
のみで受け付けます。
国保年金課資格係15742－6676問

○保険証の交付をお急ぎの方は、「本人確認できるもの」が必要です。詳しくはお問い合わせく
ださい。
○世帯主が変わった場合は、世帯全員の保険証を持参してください。
○外国人の方が加入する場合には、在留資格・在留期間に一定の要件があります。
○退職を予定している方は、健康保険任意継続の制度もあります。詳しくは会社の担当者におた
ずねください。

こんなときには 届け出に必要なもの
品川区に転入したとき （転出証明書）
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書　

子どもが生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
品川区を転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 保険証、職場の健康保険証

亡くなったとき

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
区内で転居、氏名変更したとき

保険証
世帯主変更、世帯が合併・分離したとき
保険証をなくしたとき・保険証が破損したとき 本人確認できるもの

は
い
る
と
き

や
め
る
と
き

そ
の
ほ
か

保険証、母子手帳　
※出産育児一時金の申請は、世帯主の金融機関
（ゆうちょ銀行を除く）の預金通帳、印鑑も必要

保険証
※葬祭費の申請は、喪主の金融機関（ゆうち
ょ銀行を除く）の預金通帳、印鑑、喪主の氏
名を確認できるものも必要

こんなときには



子育て学級
健やかな自我の育ちを一緒に考えるため
の講座です。
10月6日b午前10時30分～正午
水神児童センター（南大井5－13－19）
講話、グループワーク　
1歳6カ月～2歳11カ月児と保護者12組（先着）
電話で大井保健相談所13772－2666へ

10月のこころの健康専門医相談
●精神保健相談（こころの病気など）
保健所／3日f・17日f

保健センター／7日c

大井保健相談所／1日d

●うつ病あんしん相談
保健所／3日f 保健センター／24日f

●高齢期のこころの相談
保健所／6日b・22日d

保健センター／28日c

大井保健相談所／17日f

●児童思春期のこころの相談
保健所／1日d 保健センター／1日d

大井保健相談所／23日e

各会場

難病の方のための音楽療法
10月7日c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
電話で保健所13788－7016へ

バリアフリー出前講座

品川シアター（防災センター2階）
各30人（先着）
電話で高齢事業課高齢者住宅担当1

5742－6735へ　
※希望がある場合は、お近くの会場まで
伺いますので、ご相談ください。

一般用医薬品を販売する方の
登録販売者試験を行います
12月25日e 13,600円

願書配布場所／保健所、保健センター
申込期間／9月29日b～10月6日b

東京都薬務課15320－4522

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／区内に生息している生後6カ月以上
の飼い主のいない猫（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。
助成（抽選）／去勢（オス）＝3,000円 4頭

不妊（メス）＝6,000円 10頭
助成方法／区内の動物病院で手術後に、
口座振り込み　※手術完了証明書を提出。
10月1日d～10日f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、野良猫でも今後
飼う予定がある場合は、飼い猫になりま
す。

9月24日（水）～30日（火）は
結核予防週間です
○まだまだ多い結核感染者
日本では年間約30,000人の新規患者が発生
し、約2,000人が亡くなっています。
○こんな方が感染しています
高齢者をはじめ、職場や学校での集団感
染も多くみられます。糖尿病の方、悪性
腫瘍がある方、人工透析を受けている方
などの発病率も高くなっています。
○大事なのは「予防」と「早期発見」
2週間以上、せきや微熱、だるさなどが続
くときは、早めに医療機関で受診しましょ
う。抵抗力が弱まったときに発症します。
日ごろの生活を摂生し、ストレスや疲労を
ためないことが予防につながります。
健康課保健衛生係15742－6745問

申

問

￥日

申
人
会

申会

人
日

問

申
人
内
会
日

●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

（7）

あ な た と 区 と の健 康
平成20年（2008）9.21

健 康

1 0月の健康診査・がん検診
職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。

※契約医療機関については、健康課にお問い合わせください。

※乳がんマンモグラフィ検診は、各日定員がありますが、現在希望者が非常に多く予約がとりにくく
なっています。

※検診車による乳がんマンモグラフィ検診については、申し込みが多い場合には抽選となります。

健康課（0140－8715品川区役所15742－6743 Fax 5742－6883）
品川区医師会13474－5609 荏原医師会13783－5167
品川歯科医師会13492－2535 荏原歯科医師会13783－1878

問

種　類 会　場

診療時間内の毎日契約医療機関

日　時　な　ど

女性の健康診査
（16～39歳）

14日C・28日C保健所
診療時間内の毎日契約医療機関

毎日（A・_は除く）品川区医師会

毎日（G・A・_は除く）荏原医師会

結核検診 （65歳以上）

胃がん （35歳以上）
自己負担1,200円

診療時間内の毎日
対象者には受診票（有効期限あり）を送付します。
受診票をお持ちの方のみ受診可。

契約医療機関子宮がん
（20歳以上の偶数年齢）

大腸がん （40歳以上）

前立腺がん（55歳以上）
自己負担500円

検査セットを配布しますので申し出てください

診療時間内の毎日

02日E・16日E保健センター
9:00～10:30
予約制

9:00～11:00
予約制

01日D・15日D・22日D・29日D

13:00～14:00

01日D・03日F・07日C・08日D

10日F・14日C・15日D・21日C

24日F・28日C・29日D

13:00～14:00

07日C

9:00～15:30

9月22日B～26日Fに、はがきか
FAXに「乳がん検診車」とし、住所、
氏名、生年月日、電話番号、受診票の
有効期限を健康課へ

申

保険証を持って、直接契約医療機関へ
※受診票はありません

マンモグラフィ検診

自己負担1,000円

対象者には受診券
（有効期限あり）を送
付します。受診券を
お持ちの方のみ受診
可

（34～70歳の偶数年齢）

視触診検診
（71歳以上）

品川区医師会

契約医療機関

荏原医師会

中小企業センター
（検診車）

02日E・03日F・07日C・09日E

10日F・14日C・16日E・17日F

21日C・23日E・24日F・28日C

30日E・31日F 10:30から

指定医療機関

乳
が
ん

9月22日B9:00
から電話で品川区
医師会へ

申

品川区医師会 毎日（A・_は除く）9:00～11:00
13:00～15:00（D・Gは午後なし）
毎日（A・_・第4Gは除く）9:00～11:00
B・Eは13:00～16:00も荏原医師会

一般コース

ヘリカルコース
自己負担3,000円

肺
が
ん（
４０
歳
以
上
）

品川区医師会

荏原医師会

契約医療機関

こう頭がん（40歳以上）
自己負担1,000円

診療時間内の毎日
★7月からこう頭がん検診が始まりました契約医療機関

成人歯科検診
（40・45・50・55・

60・65・70歳）

21年3月31日までの診療時間内の毎日
※日曜・祝日でも受診できる所があります
※年齢は21年3月31日現在

契約医療機関

契約医療機関

C・D・F 9:00～11:00
B・C・E・F 13:00～15:00 予約制

ヘリカルCT検査
E13:00～15:00

06日B・20日B大井保健相談所

無 料
（一部有料）

9月22日B9:00
から電話で荏原医
師会へ

申

9月21日（日）
23日（祝）
28日（日）

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

9月21日
（日）

石井診療所 ……………………………南大井 4 － 5 － 6 13761－5477
さとう歯科クリニック ………………東大井 5 －14－14 13472－6060
清水坂歯科医院 ………………………戸　越 2 － 1 －20 13783－2200
東品川整骨院 …………………………東品川 1 －35－ 1 15479－9125
荒川接骨院 ……………………………中　延 4 － 5 －21 13787－9520

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
歯
骨
骨

小

9月23日
（祝）

茂手木医院 ……………………………大　井 5－19－18 13774－6727
あべ歯科医院 …………………………東大井 5－12－ 5 15460－4182
辛島歯科医院 …………………………小　山 5－ 8 －20 13781－2627
北品川接骨院 …………………………北品川 2－ 9 －21 15715－5012
押田接骨院 ……………………………小　山 2－ 8 －13 13787－8036

内 小
歯
歯
骨
骨

9月28日
（日）

酒寄医院 ………………………………東大井 2 －26－ 3 13761－3250
仙田歯科医院 …………………………東大井 5 －14－20 13472－2978
井口歯科医院 …………………………荏　原 3 － 8 －15 13788－0202
つじ接骨院 ……………………………南品川 2 － 8 －13 13471－0263
誠道館清水接骨院 ……………………小　山 3 －16－ 5 13783－0685

内 小
歯
歯
骨
骨

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

品川区テレホンサービス13777－1135 ※重症の方は、119番をご利用ください。

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）
9月27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

小内

小

診療所 ※行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

内科 小児科 歯科 接骨 薬局内 小 歯 骨 薬

薬
薬

インフルエンザは、毎年11～2月ごろの寒い時期に流行します。
帰宅後のうがいや石けんでの手洗い、規則正しい生活を心がけ体力をつけるな
ど、予防に努めましょう。
また、予防接種も効果があり、特に高齢者や慢性の病気をお持ちの方にはお勧
めします。接種の際はかかりつけの医師とよく相談してください。

●高齢者の方は、インフルエンザ予防接種が
下記の料金で受けられます

接種期間／10月1日D～21年1月10日G 区が契約した協力医療機関
区内に在住する、①65歳以上（昭和18年12月31日以前生まれ）の方　※9月30日

Cまでに必要書類を送ります。②60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能に障害がある方（障害者手帳1級程度の方）
自己負担額／2,200円　※期間中1回に限ります。
②の方は、12月22日Bまでに、はがきに「インフルエンザ」とし、住所、氏名、生

年月日、電話番号を健康課保健衛生係（0140－8715品川区役所15742－6745）へ
申

人

会

区立保育園・幼稚園では保育体験や育児相談を行っています。園児と一緒に
遊んだり、給食を食べるなど楽しいプログラムを用意しています。
生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）

※定員は実施園、実施内容により異なります。
給食体験は1食300円　 利用日の3日前までの午後2時～5時に､希望の園へ
実施園、保育課保育計画係15742－6723問

申￥

人

10月に参加できる主な行事

●運動会…4日G＝荏原西保・伊藤保、7日C＝第一日野幼、11日G＝小山台保・中延
保・清水台保・水神保、12日A＝八潮わかば幼、18日G＝のびっこ園台場・
平塚保・南大井保、25日G＝荏原保・大井保

●園庭開放…8日D＝城南幼、16日E＝浜川幼、月曜＝のびっこ園台場、火・木曜＝荏
原保

●保育体験・給食体験…37園保育園で実施 ※日程など詳しくは各園へお問い合わせください。

日程 内容　

10月3日F
自宅で住み続けるために
リフォームを考えている方へ
将来の安心のために

10月10日F シニアの暮らしと住まいを知り
生活設計に組み入れる

10月24日F
自宅で安心して暮らすために
ノウハウとちょっとした工夫

※時間は午後1時30分～3時。

インフルエンザに気をつけましょう

※保＝保育園、幼＝幼稚園

応急



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。

■ゴルフのワンポイントレッスン
初心者・経験者向け
9月23日-午前10時～午後3時40分

※1人20分。
18歳以上の方15人（先着）
1,000円（入館料込）

※クラブは無料で貸し出し。
電話で品川健康センター（北品

川3－11－2215782－8507）へ

■スポ・レク推進委員会の教室
①初心者テニス教室（品川地区）
10月4日～11月8日の土曜日

午後6時15分～8時15分
1回50円
当日、運動できる服装で品川小

学校（北品川3－9－30）へ
②初歩から楽しく「手話教室」
（旗の台地区）
10月5日～26日の日曜日

午後7時～8時30分
1回300円　※4回でも300円。
当日、旗台小学校（旗の台4－

7－11）へ
――――――――共　　通――――――――
運営／各地区スポ・レク推進委員会
生涯学習課スポーツ係

■初心者ボウリング教室
10月20日～12月1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）
20人（先着）
6,000円（ゲーム・靴代込）
9月30日cまでに、費用を持ってス

ポーツ協会へ

■バウンドテニス教室
10月21日～11月18日の火曜日

午前9時30分～11時30分（全5回）
30人（抽選）
2,500円（保険料込）
10月5日aまでに、往復はがきで

教室名、住所、氏名、電話番号を戸越
体育館へ

■初級中級硬式テニス教室（午前）
10月28日～12月16日の火曜日

午前10時30分～午後0時30分（全8回）
※10月28日は11時～1時。
東品川公園（東品川3－14）

※雨天順延時は総合体育館。
学生を除く16歳以上でラリーのでき

る方20人（抽選）
10,000円（保険料込）
9月30日cまでに、往復はがきか

FAXで教室名、住所、氏名、年齢、電
話番号、テニス歴をスポーツ協会へ
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￥
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会

日

申会
￥
人

日

申
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人
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■サッカージュニアユース強化教室
国体出場をめざします。
11月2日～21年1月25日の日曜日、祝

日（全10回）
鈴ヶ森中学校（南大井2－3－14）

大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）
中学生30人（抽選）
10月15日dまでに、往復はがきか

FAXで教室名、住所、氏名、年齢、電
話番号、学校名、学年をスポーツ協会
へ

■第2回花とみどりのフォト講座
9月28日a午後2時～4時
区内在住か在勤でこれから写真を楽

しみたい方15人（先着）
持ち物／カメラ
集合場所・ 午前9時～午後5時に、電
話でしながわ中央公園管理事務所（区
役所前15740－5037）へ

■70歳からの簡単料理教室
飲茶でゆっくりランチしませんか
10月22日d午前11時30分～午後2時
きゅりあん（大井町駅前）
春餅（中国風クレープ・5種の具と

練りみそ）、きのこの酸辣湯、生姜羹
70歳以上の方30人（先着）
800円

主催／品川栄養士会
10月10日fまでに、電話で健康課健

康づくり係15742－6746へ

■西丹沢もみじ祭り
品川＆山北ふれあい交流
地元産の炭で煮立てた「シシ鍋」を囲
み、紅葉を眺めながら楽しみます。
11月15日g午前11時～午後2時
中川バーベキューセンター前

（神奈川県山北町）
交通／
小田急線新松田駅下車、バス約1時間
シシ鍋（1人酒1合付き）、芸能大会、

カラオケ大会、地元特産品販売ほか
850人（先着）
3,200円（新松田駅からの専用バス

利用の場合は3,800円）
電話で、山北町観光協会10465－

75－2717へ
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■音訳（初級）講習会
視覚障害者が利用する録音図書を、製
作するための基本になる講習会です。
10月7日～12月9日の火曜日

午前10時～正午（全10回）
全回出席でき、修了後音訳活動が可

能な方20人（選考）
・選考／9月30日c午後1時に品

川図書館（北品川2－32－313471－
4667）へ　※受け付け後選考。

■エコドライブ教習会
10月24日f午後0時30分～6時
環境情報活動センター（区役所第二

庁舎3階） ※路上で実技教習あり。
区内在住で自動車運転免許を持って

いる方12人（抽選）
10月6日b（必着）までに、電話か

FAX、郵送で教習会名、住所、氏名、
年齢、電話番号を環境課調査担当
（0140－8715品川区役所15742－6753
Fax5742－6853）へ

■秋季囲碁大会
10月26日a午前10時から

※9時30分から受け付け。
総合体育館

対戦方法／
段・級クラス別個人トーナメント方式
9級以上の方
1,000円（昼食代込）
10月10日fまでに、往復はがきに

「囲碁大会」とし、住所、氏名、年齢、
電話番号、棋力（段・級の自己申告）
を生涯学習課社会教育係へ

■第8回再就職をめざすパソコン講座
パワーポイント編
11月5日d・6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）
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
10月17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（0
140－0011東大井5－18－11 5479－
4104）へ

■日本障害者歯科学会市民講座
おいしく安全にたべるために　
こんな工夫　あんな工夫
10月11日g午後1時30分～3時30分
250人（先着）
当日、きゅりあん（大井町駅前）

へ
保健所13788－7934問
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■都立産業技術高専オープンカレッジ
小学生のための楽しいロボット講座
①11月8日g ②9日a

※時間は午前10時～午後4時。
簡単なロボット製作とプログラミン

グ体験
小学3～6年生でパソコンの基本操作

ができる方各10人（抽選）
※付き添いで保護者も参加可。

10月18日g（消印有効）までに、
往復はがきで講座名、希望日、住所、
氏名、年齢、学年、性別、電話番号を
同校（0140－0011東大井1－10－401
3471－6331）へ　
生涯学習課学習推進係

■身近な法律講座
①10月22日d ②11月5日d

※時間は午後6時～8時。
きゅりあん（大井町駅前）
夫婦・家族のトラブル、年金や労働

問題などの対処法
各30人（先着）
電話かFAXで、講座名、希望日、住

所、氏名、年齢、電話番号を男女共同
参画センター（15479－4104 Fax5479－
4111）へ

■日本語講師による
ABCから始める英語
10月17日～12月19日の金曜日

午後1時～2時30分（全10回）
12人（先着）
22,000円（テキスト代別）
電話でメイプルセンター（西大

井駅前13774－5050）へ
申会
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✐品川区功労者の表彰

✐健康センター・総合体
育館の教室

✐品川歴史館特別展

◆スポーツ◆

◆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

=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

●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

ふりがな

古紙配合率70％再生紙を使用しています

教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 定員 費用 会場 期間

女性
IK 18～65歳 水 09:30～11:00 19 各50 10,450
IM 50～65歳 金 11:30～13:00 18 10,800

ホエールサロン IW 30～80歳 09:30～11:00 10

ゆうゆう健康 IU 水中運動
50歳以上

木
11:30～13:00

各19
各20

各11,400
競泳指導

伊藤学園温水プール
（大井5－1－37） 11～3月

しゅんぴん

さん らう たん しょう が かん

表の費用のほか年間登録費1人1,500円（保険料込）
9月30日Cまでに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名、年齢

（学年）、電話番号、泳力（クロールで何ｍ）をスポーツ協会へ
※参加者には健康診断書を確認させていただきます。
※ＩＵは、水中運動か競泳指導を選んで記入。

申

￥

ふりがな

ふりがな

高年齢者の再就職は
「サポしながわ」へ

サポしながわは、おおむね55歳以上
の方を対象にした就職相談窓口です。
ここでは、職業紹介だけでなく情報
提供や相談なども行っています。ま
た、新たに登録した方を対象に、再
就職活動のポイントを解説する再就
職支援講習会を開催しています。受
講した多くの方が就職しています。
詳しくはお問い合わせください。
※求職の登録をご希望の方は、写真
をはった履歴書をお持ちください。

サポしながわ無料職業紹介所
（北品川3－11－1615783－5539）
問会

おおむね55歳からの
無料職業紹介所




