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図書館へ行こう！
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図書館では「子ども読書の日」にちなんで催しを開催します。
ぜひ、お子さんといっしょに図書館へお出かけください！
問い合わせ／品川図書館☎3471－4667
※イベントに参加したお子さんにはブックマくんのシールシート
（6枚入り）を差し上げます。
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レクリエーションホール 2階講習室・和室大ホール

語り劇「ももたろう」・ブラックパネルシアター
「ポコとポンのこいのぼり」
時間／／①午前10時15分～11時15分
　　　②午後0時45分～1時45分
　　　※①②は同じ内容。開演15分前開場。
出演／／ウーヴ
定員／／各500人（先着）

お話と音楽
マリンバのうえでお話が踊る
時間／／①午前11時30分～午後0時30分
　　　②午後2時～3時
　　　※①②は同じ内容。開演15分前開場。
出演／／山﨑咲江
定員／／各135人（先着）

おはなし　みて！きいて！あそびましょ～！
おはなしどこでも隊による人形劇、工作、
おはなし会、英語で遊ぼうなどのほか、「よ
うこそ絵本の世界へ」で絵本の展示もあ
ります。

※お弁当を食べたり、おむつを取り替え
る部屋もあります。

4月26日㈰
午前10時～午後3時 「子ども読書の日」フェア 荏原文化センター

（中延1－9－15）
日時 会場

品川図書館
　4月18日㈯午前9時～午後2時
大井図書館
　4月25日㈯午前10時30分～午後2時
　（雨天中止）

※社会福祉協議会への寄付（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。

日　程 時　間 内　容 図書館

4/15㈬

15:00 ～15:45 子ども読書の日 拡大おはなし会 二　葉

15:00 ～15:45 子ども読書の日 拡大おはなし会 南大井

15:00 ～16:00 プラバンでキーホルダーを作ろう！ ゆたか

4/22㈬

14:30 ～15:15 子ども読書の日 拡大おはなし会 大　崎

15:00 ～16:00 プラバンでキーホルダーを作ろう！ 荏　原

15:00 ～15:45 子ども読書の日 拡大おはなし会 大　井

15:00 ～15:45 子ども読書の日 拡大おはなし会 八　潮

4/25㈯
10:30 ～11:00 ０～２歳対象子ども読書の日 拡大おはなし会

品　川
14:30 ～15:30 小さい子・小学生対象子ども読書の日 拡大おはなし会

子どもの本のリサイクル市子ども読書の日  各図書館のイベント
期間／／5月13日㈬まで
図書館 テーマ
品　川「生誕100年 まどみちお」と

子どもの詩の作家たち八　潮
大　崎 えほん　だ～いすき！
荏　原

本はいつまでも友だち源氏前
ゆたか
大　井

かがくする心がふくらむ絵本二　葉
南大井

全館にてブックフェア開催

  たく
さん

  たく
さん読読

もうもう

楽楽しくしく
読読もう

！もう！

※各イベントは館にお問い合わせください。

品川区子ども読書活動推進
PRキャラクター

「ブックマくん」

○図書館では、毎月23日の「しながわ親子読書の日」に『ねえ、この本よんで！』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も配布しています。  HP  lib.city.shinagawa.tokyo.jp/でもご覧になれます。

当日、
会場へ
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陶器・ガラス・金属ごみ（週1回）

燃やすごみ（週2回）

品川区のごみ・資源の分 品川区のごみ・資源の分 

●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製品
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

●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。

「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。

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。

●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）　●乾燥剤

アルミは金属なので「陶器・
ガラス・金属ごみ」で出して
ください。

お弁当に使うアルミはくは
何ごみですか？Ｑ .

A. 金属部分が外せないものは、
「燃やすごみ」で、外せた場
合は、「陶器・ガラス・金属
ごみ」で出してください。

ベルトやバッグに付いている
金属はどのようにすればいい
ですか？

Ｑ .

A.20年9月に全戸配布した『ごみ・
資源の分け方・出し方』に、写真
を載せてあります。冊子をお持ち
でない方は、清掃事務所、地域セ
ンターで配布しています。

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. 切り取り線が付いていて外しやす
いものは、外してキャップと一緒
に「汚れていないプラスチック製
容器包装」の資源としてペットボ
トルとは別の袋でお出しください。

ペットボトルのラベルは
外しますか？

Ｑ .

A.

　20年10月からごみ・資源の分別方法と名称が変わりました。実施から半年が経過しましたが、分類を悩んでしまうなど、区へいろいろな
問い合わせをいただきます。今号では、区民の皆さんが分類に迷っているごみ・資源をわかりやすく紹介します。

出し方

出し方

出し方

各戸収集

●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

●陶器　●金属類　●割れた蛍光灯　●電球　●アルミホイル
●刃物　●ガラス　●鏡　●使い捨てカイロ

※必ず中身を使い切ってから出してください。

「中身の見える袋」に一緒に入れ
て出してください。

陶器・ガラス・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。

各戸収集

よくある質問を紹介します

乾燥剤は
燃やすごみに

アルミホイル、使い
捨てカイロなどは、こ
こで出してください
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資　　源（週1回）

品川区清掃事務所☎3490－7051
品川区清掃事務所荏原庁舎☎3786－6552問い合わせけ方・出し方け方・出し方

●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）　
　注）異物は入れないでください。

●ペットボトル
　注）キャップはプラスチック製容器包装です。
　注）　  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

●乾電池（単1～5、角形9Ｖ）

品目別にひもでしばって、出してください。

・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。

このマークがついている
ものが対象です

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。

「中身の見える袋」で出してください。

● 資源はステーション回収を行っています。回収日の朝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。

注意！
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・ラベル、トレイ類、袋類、発泡スチロール類

ステーション回収

●新聞・ちらし　
　※新聞回収袋でも出せます。

●雑誌　●書籍
●段ボール
●紙パック （すすいで開いて乾かし、束ねる）
　注）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）
　注）ティッシュ箱はビニール部分を取り除いてください。

注）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。

注）割れたものは、陶器・ガラス・金属ごみに出してください。

注）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。

注）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。

出し方

出し方

出し方

出し方

出し方

ペットボトルのキャッ
プとラベルは本体とは
別に出してください

蛍光灯の中の水銀も
リサイクルします
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育児休業明け入園予約を受け付けます

保護者が法律に基づく育児休業を取得し、22年4
月～24年3月に職場復帰を予定している方のうち、
次にあてはまる方の追加予約を受け付けます。
人20年4月2日～6月30日生まれのお子さんで、初
めて入園予約を申し込む方（選考）
申4月30日㈭（必着）までに、保育課で配布する
申込書と必要書類を同課入園相談係（第二庁舎7
階☎5742－6725）へ持参
※詳しくはお問い合わせください。

ひとり親家庭のための「親子クッキング」

日5月10日㈰午後1時30分から
場きゅりあん（大井町駅前）
内春

しゅんぴん

餅・卵スープほか
人区内在住で小学生以上のお子さんと親36人
（先着）
￥1世帯500円
主催／／品川区母子寡婦福祉連合会
申4月20日㈪までに、電話で子育て支援課児童家
庭相談係☎5742－6589へ

第1期親子体操教室

日5月7日～6月25日の木曜日（全8回）
コース・対象・時間／／
①パンダ（平成16年4月2日～18年6月1日生まれ）
＝午前9時15分～10時15分
②コアラ（18年6月2日～19年4月1日生まれ）＝
10時30分～11時30分
内マット､ ボール､ リトミック､ トランポリンほか
人各50組（抽選）
￥各3,680円（保険料込）
場申4月21日㈫までに、往復はがきで教室名、コー
ス、住所、親子の氏名（ふりがな）、お子さんの
性別・生年月日、電話番号を戸越体育館へ

ジュニアソフトテニス教室

日5月11日～7月13日の月曜日
午後5時30分～7時（全8回）
場総合体育館
人小・中学生20人（抽選）
￥6,720円（保険料込）
申4月22日㈬までに、往復はがきかFAXで教室名、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、学校名、
学年をスポーツ協会へ

EBARA夢フェスタ2009
第1回品川区長杯こども将棋大会

初心者の方もご参加ください。
日5月17日㈰午前10時から
※9時30分から受け付け。
場荏原文化センター（中延1－9－15）
対戦方法／／段・級別リーグ戦
人中学生以下の方
申5月7日㈭（必着）までに、往復はがきに「こど
も将棋」とし、住所、氏名、学校名・学年、電話
番号、棋力（段・級の自己申告）を文化スポーツ
振興課文化振興係へ

障害を持つ子どものための親子水泳教室

日5月8日～22年3月19日の金曜日（全41回）
午後3時30分～4時50分　※8月は休止。
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人4～15歳の障害を持つお子さんと保護者20組
（抽選）
￥1カ月4,000円
共催／／水泳クラブ honey possum〔区との協働事業〕
申4月24日㈮（消印有効）までに往復はがきで講
座名、住所、氏名、お子さんの氏名・年齢・障害
の程度を地域活動課協働推進担当（〠140－8715
品川区役所☎5742－6605）へ

乳幼児の親子遊び

区内の公園に集まって、子どもと一緒に外遊びや
自然体験などを通して、親子で外遊びの楽しさを
学び、参加者の交流を図ります。
日5月24日～22年2月28日の第4日曜日
午前10時～午後1時（全10回）
場林試の森公園（小山台2－6）ほか
人0～5歳児と保護者20組（抽選）
￥1回200円
共催／／ウーヴ〔区との協働事業〕
申4月30日㈭（消印有効）までに、往復はがきに「乳
幼児遊び」とし、住所、氏名、お子さんの氏名・
年齢を地域活動課協働推進担当（〠140－8715品
川区役所☎5742－6605）へ

こどもチアダンス〈キッズクラス〉

日4月18日～6月27日の土曜日
午後0時20分～1時20分（全8回）
人4歳～小学1年生16人（先着）
￥11,200円（教材費別）
場申電話でメイプルセンター（西大井駅前☎3774
－5050）へ

①均等割額の軽減
世帯（同一世帯の世帯主と被保険者）の所得に
応じて保険料の均等割額が軽減されます。軽減さ
れるには税の申告が必要です。

均等割額にかかる軽減の基準 軽減割合
総所得金額等の合計額が33万円以下 7割＊2
※被保険者全員が年金収入80万円以下
でそのほかの所得がない場合 9割

総所得金額等の合計額が〔33万円＋
24.5万円×被保険者である世帯主を除
く被保険者数〕以下

5割

総所得金額等の合計額が〔33万円＋35
万円×被険者数〕以下 2割

＊2　総所得金額等の合計額が33万円以下の方
の軽減割合については、現在、見直しが検討され
ています。

②所得割額の軽減
総所得金額等から33万円を引いた額が58万円以
下の所得階層の方を対象に、保険料の所得割額
が軽減されます。

対象額 軽減割合
総所得金額等－33万円＝15万円以下 全額
総所得金額等－33万円＝20万円以下 7.5割
総所得金額等－33万円＝58万円以下 5割

③被扶養者だった方の軽減
長寿医療制度加入直前まで会社の健康保険など
（国民健康保険、国民健康保険組合は除く）の被
扶養者として加入し、自分で保険料を払っていな
かった方は、長寿医療制度加入後2年間は所得割
額が無料になります。また、22年3月まで均等割
額が9割軽減されます。
※詳しくはお問い合わせください。

●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

平成21年
（2009）
4/11

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員

¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ（http://）情報館 情報館は4～7ページです

シニアのための男の手料理教室
自分でつくる手料理で、暮らしをもっと
いきいきとすごしましょう。
①品川会場
日5月20日～7月22日の水曜日
午前10時～正午（全10回）
場介護福祉専門学校（西品川1－28－3）
②荏原会場
日5月22日～7月24日の金曜日
午前10時～正午（全10回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
―――――― 共　通 ――――――
内買い物の仕方、調理実習ほか
人次のすべてにあてはまる方（抽選）
①20人　②16人
●区内在住でおおむね65歳以上の男性
※女性も可。
●料理経験があまりない
●一人暮らしか自分で食事を作る必要
がある
￥各10,000円（材料費込）
申4月13日㈪～24日㈮に、本人が電話
で高齢者いきがい課いきいき事業係☎
5742－6733へ

21年度の長寿医療（後期高齢者医療）制度の保険料の軽減についてお知らせします
　長寿医療（後期高齢者医療）制度は、75歳以上の方（65歳以上で一定の障害がある方を含む）を対
象とする独立した医療制度です。今号では、21年度の保険料の軽減についてお知らせします。
●保険料の計算方法

＊1　前年の総所得と山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額などの合計額です。雑損失の繰
越控除額は控除しません
●保険料の軽減があります

問国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

年間保険料
〔限度額50万円〕

均等割額
〔加入者1人　年37,800円〕

所得割額
〔（総所得金額等＊1 － 33万円）×6.56％〕＝ ＋
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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。
21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（は
がき）が送付された方は、必要事項を
記入し、返送してください。
　また、20年度の申請は4月30日㈭で
終了します。まだ申請していない方は
申請してください。
※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。
問国保医療年金課国民年金係
☎5742－6682

第35回品川区フリーマーケッ
ト出店者募集
｢しながわエコ・フェスティバル2009｣
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。
日5月24日㈰午前10時～午後3時
場しながわ中央公園（区役所前）
人区内在住で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。
申4月24日㈮（必着）までに、往復は
がき（1世帯1枚）に「エコフェスティ
バルフリマ」とし、住所、氏名、年齢、
電話番号を品川区清掃事務所（〠141－
0032大崎1－14－1☎3490－7098）へ

障害者福祉手当を支給します
障害者福祉手当は、4月24日㈮ごろ受
給者の口座に振り込みます。対象とな
り申請していない方は、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。
人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、障害者支援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。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707Fax3775－2000）

障害者の方の職業相談
日4月24日㈮午後1時～4時
※1人30分。
場心身障害者福祉会館（旗の台5－2－2）
人区内在住で就職を希望する障害者
申電話かFAXでハローワーク品川（☎
3588－8631Fax3589－3623）へ

荏原在宅介護支援センター
介護者教室
日4月25日㈯午後1時30分～3時
内がんばらない介護
人30人（先着）
場申4月24日㈮までに、電話で同セン
ター（荏原2－9－6☎5750－3704）へ

環境に配慮した住宅工事費用
の一部を助成します
環境へ配慮した住宅に変える工事を行
う場合、工事費用の一部を助成します。
対象／／次のいずれかにあてはまる工事
①省エネルギー型設備（太陽光発電設
備、太陽熱温水器）の設置
〔新築、購入、改修〕
②断熱化（断熱材、複層ガラス）・遮熱
性塗装〔改修〕
③シックハウス対策など健康被害防止
〔改修〕
要件／／次のすべてにあてはまる工事
①税抜きの工事金額が10万円以上　
②区内施工業者による
※省エネルギー型設備設置工事を除く。
③申込時は未着工で、22年3月20日㈯
までに完成する
人次のすべてにあてはまる方
①区内在住で区民税を滞納していない
②工事対象住宅に居住しているか、省
エネルギー型設備設置住宅を新築・購
入した後に居住する
③住宅の所有者か賃貸者
※賃貸の場合は所有者から工事の承諾
を得ている。
④過去にこの制度にもとづく助成を受
けていない
助成額／／工事金額の10％（上限30万円）
助成件数／／10件（抽選）
申4月13日㈪～5月29日㈮に都市計画課
で配布する申込書を同課住宅運営担当
（本庁舎6階☎5742－6777）へ持参
※申込書は区ホームページからダウン
ロードもできます。

「蝶の道プロジェクト」
食草園募集
生き物との共生をめざしてチョウの生
息エリアを広げるため、学校、幼稚園、
事業所などに食草園を募集します。
※食草園づくりのご相談にも応じます。
問同事務局☎090－6188－4819
水とみどりの課☎5742－6799

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1.5％
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20～64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か保証機
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。
●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
ます。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

4月1日号でお知らせした ｢出張相
談会｣の日程は4月15日㈬ではなく、
正しくは4月21日㈫でした。訂正し
てお詫びします。

お知らせ

  小児平日夜間／／午後8時～11時（受付は10時30分まで）

月～金曜日 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
昭和大学病院中央棟4階

  休日昼間・夜間／／午前9時～午後10時（受付は9時30分まで）

4月12日㈰
19日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／／午前9時～午後5時（受付は4時30分まで）

4月12日㈰

　　　内科鈴木医院 西大井 6 － 7 － 6 ☎3772－2160
　　　ナリタ歯科医院 西五反田 2 －13－ 5 ☎3493－0484
　　　のぐち歯科 中　延 5 － 3 －12 ☎3784－5214
　　　スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816
　　　青柳接骨院 荏　原 6 － 6 － 6 ☎3784－3267

4月19日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　阿南歯科医院 大　崎 4 － 1 － 2 ☎3492－2233
　　　大原歯科医院 中　延 2 － 8 － 3 ☎3781－5565
　　　品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
　　　綱井接骨院 小　山 6 － 2 － 9 ☎3781－9330

  土曜日夜間／／午後5時～10時（受付は9時30分まで）

4月11日㈯ 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
昭和大学病院中央棟4階

4月18日㈯
　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

内 小

薬
薬

小

歯

骨

＝内科 ＝小児科 ＝歯科 ＝接骨 ＝薬局

応急診療所 行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

医療機関の24時間案内

品川区テレホンサービス☎3777̶1135

※重病の方は119番をご利用ください。

問い
合わせ

●文化スポーツ振興課　Fax5742－6585・6893
〠140－8715  広町2－1－36 第二庁舎6階
　●スポーツ係　☎5742－6838
　●生涯学習係　☎5742－6837
　●文化振興係　☎5742－6835・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・日曜、祝日は5時まで。
〠141－0022　東五反田2－11－2
☎3449－4400　Fax3449－4401

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600
Fax3781－6699

●品川保健センター
〠140－0001　北品川3－11－22　☎3474－2225
●大井保健センター
〠140－0014　大井2－27－20　☎3772－2666
●荏原保健センター
〠142－0063　荏原2－9－6　☎3788－7016

二人で子育て（両親学級）
会場 日時

品川保健
センター

①4月26日㈰ 9:30～12:30
②4月26日㈰13:30～16:30
③5月17日㈰ 9:30～12:30
④5月17日㈰13:30～16:30
⑤6月21日㈰ 9:30～12:30
⑥6月21日㈰13:30～16:30

荏原保健
センター

⑦4月18日㈯ 9:30～12:30
⑧5月 9日㈯ 9:30～12:30
⑨5月 9日㈯13:30～16:30
⑩6月 6日㈯ 9:30～12:30
⑪6月 6日㈯13:30～16:30

内沐浴実習、講義 ｢赤ちゃんとの生活｣、マ
タニティリラクセーションほか
人区内在住で体調の安定している初産カッ
プル各24組（選考）
申4月13日㈪から、電話で①～④は品川保
健センター、⑦～⑨は荏原保健センターへ。
⑤⑥⑩⑪は、5月10日㈰（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、出産予定日をポピンズコーポレ
ーション品川区係（〠150－0012渋谷区広
尾1－10－5テック広尾7階）へ
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016

ろば康ひ健

●東京都保健医療情報センター（ひまわり）
　☎5272－0303
●東京消防庁テレホンサービス
　☎3212－2323
●救急相談センター
　☎＃7119
●品川消防署
　☎3474－0119
●大井消防署
　☎3765－0119
●荏原消防署
　☎3786－0119

小

小

内
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小

骨

骨
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内 小 薬歯 骨
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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

平成21年
（2009）
4/11

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員

¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ（http://）情報館 情報館は4～7ページです

東京都都市計画審議会
日5月22日㈮午後1時30分から
場特別会議室A（都庁第一本庁舎42階）
審議案件／／
東五反田地区地区計画の変更ほか
人15人（抽選）
申4月24日㈮（消印有効）までに、往
復はがき（1人1枚）で住所、氏名、電
話番号を東京都都市計画課（〠163－
8001都庁☎5388－3225）へ

ネズミや害虫を防除しましょう
ネズミや害虫の防除対策の基本は、環
境整備をすることです。
○蚊　住まいの周りの水たまりを減ら
したり、汚水槽などの通気管に防虫網
を付けるなどして、幼虫の発生場所を
減らします。
○ネズミ　えさを無くし、巣の材料と
なる布やビニール、紙を片付けます。
住宅への侵入口もふさぎます。
○チャドクガなどの樹木害虫　せん定
によって卵や幼虫を早めに除去します。
○蜂の巣　スズメバチのみ除去をしま
す。攻撃性の少ないアシナガバチなど
は巣の除去は必要ありません。
※蚊やチャドクガなどの殺虫剤散布と、
クマネズミに対する薬剤の配布を取り
止めます。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
問生活衛生課環境衛生担当
☎5742－9138

区広報紙に
広告を掲載しませんか
「広報しながわ」の21日号に掲載する広
告（有料）を募集します。
広告掲載号・大きさ／
①5月21日号4号広告（縦4.4㎝×横7.7㎝）
②6月21日号3号広告（縦4.4㎝×横11.6㎝）
③6月21日号4号広告（縦4.4㎝×横7.7㎝）
発行部数／173,000部
掲載料／①③各45,000円　②70,000円
※版下は広告主が作成。入稿はデータ
（MAC）でお願いします。
申4月24日㈮までに、広報広聴課で配
布する申請書を同課（〠140－8715品川
区役所本庁舎5階☎5742－6644 Fax5742
－6870）へ郵送かFAX、持参

さくら会非常勤職員募集
勤務日時／／
日曜日午前9時30分～午後2時30分
場南大井在宅サービスセンター
（南大井5－19－1）
内趣味活動の手伝い、体操補助など
人2人程度（選考）
時給／／1,000円（交通費支給）
申電話連絡の上、履歴書をさくら会（〠
140－0013南大井5－19－1☎5753－
3900）へ郵送

大崎在宅サービスセンター
非常勤職員募集
勤務日時／／午前8時45分～午後4時45分
（週1・2日程度）
内デイサービスの食事・入浴、送迎サ
ービスなど
人若干名（選考）
時給／／900～1,200円（交通費支給）
勤務場所・申電話で同センター（大崎2
－11－9☎3779－3547）へ

ゆったり太極拳
日4月17日～9月25日の金曜日
午後7時～8時30分
人小学生以上の方
￥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
場参当日室内シューズを持って、運動
できる服装で第一日野小学校（西五反
田6－6－19）へ

シルバーピンポン＆
初心者卓球教室
日5月13日～7月1日の水曜日
午後0時30分～2時30分（全8回）
場総合体育館
人合計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＝59歳以下の初心者
￥①2,500円　②4,000円
（ボール代・保険料込）
申4月22日㈬までに、往復はがきで教
室名、番号、住所、氏名、年齢、電話
番号、経験の有無をスポーツ協会へ

マスターズバドミントン大会
日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
人50歳以上の男性、45歳以上の女性
※1人でも参加可。
￥1人1,050円（シャトル代込）
申4月18日㈯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
場参当日、費用を持って戸越体育館へ

第60回春季新人優勝卓球大会
日5月6日㉁午前9時から
場総合体育館
種目／／シングルス＝男子・女子
ダブルス＝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1,800円（登録者1,600円）
主催／／品川区卓球連盟
申4月21日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

初心者硬式テニス教室
①5月12日～6月4日の火・木曜日
午前9時30分～11時30分（全8回）
託児／／3歳以上のお子さん10人（抽選）
※おやつ代など1,100円。
※2人以下は中止。
②5月7日～6月25日の木曜日
午後7時～9時（全8回）
――――――― 共　通 ―――――――
場総合体育館
人学生を除く16歳以上の方各40人
（抽選）
￥各5,000円（ボール代・保険料込）
申4月22日㈬までに、往復はがきで教
室名、番号、住所、氏名、年齢、電話
番号、①は託児希望の有無をスポーツ
協会へ

陸上競技初心者審判講習会
日5月16日㈯午後2時～3時20分
場総合体育館
内陸上競技全般にわたる初歩的な規則
の説明など
人大会などの役員として協力できる18
歳以上の方
￥1,000円（登録者800円）
主催／／品川区陸上競技協会
申4月30日㈭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

初心者ボウリング教室
日5月11日～6月8日の月曜日
午前11時～午後0時30分（全5回）
場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）
人20人（先着）
￥6,000円（ゲーム・靴代込）
申4月24日㈮までに、費用を持ってス
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）
日5月31日㈰午前9時から
場しながわ区民公園（勝島3－2）
試合方法／／ダブルストーナメント戦
人区内在住か在勤、連盟登録者
38組（先着）
￥1組3,000円（登録者2,500円）
主催／／品川区テニス連盟
申5月24日㈰までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

スポーツ交流教室
バドミントン・卓球・カローリングを
体験しながら楽しく交流をしませんか。
日5月16日・30日、6月6日・20日、7
月4日・18日の土曜日
午後6時30分～8時30分（全6回）
人小学生以上の方20人（抽選）
※小学生は保護者同伴。
￥3,000円（保険料込）
申4月24日㈮（必着）までに、往復は
がきで教室名、住所、氏名、年齢、電
話番号をウェルカムセンター原・交流
施設（〠140－0015西大井2－5－21☎
5742－4660）へ

環境リサイクル講座
さき布から「ぞうり」を作ろう
日5月5日㈷・6日㈷
午後2時～4時30分（全2回）
人全回出席できる中学生以上の方30人
（抽選）
￥1,000円（保険料込）
場申4月17日㈮（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（〠
140－8715品川区役所第二庁舎3階☎
5742－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

お知らせ

スポーツ

募集・求人

講座・講演

●公園清掃手伝い
知的障害者施設で職員や利用者と
原っぱ公園の清掃をします。
日週1回から（月・水・金曜日）
9:45～11:30
場かがやき園（西大井６）
●絵手紙指導
高齢者施設で利用者に絵手紙を教え
ます。
日月2回（月曜日）13:45～14:45
場南大井在宅サービスセンター
（南大井5）
●話し相手　
高齢者施設で利用者の話し相手をし
ます。
日週1回から（月～土曜日）
10:00～12:00、13:00～16:30で
時間は相談で
場デイサービスセンター小山（小山1）

●入浴後の世話
高齢者施設で利用者の入浴後の髪を
乾かしたりします。
日週1回から（月～金曜日）
10:00～12:00
場大井在宅サービスセンター（大井4）
●ショートステイの手伝い
高齢者施設で利用者の話し相手や見
守りをします。
日週1回（月～土曜日）
13:30以降で時間は相談で
場荏原特別養護老人ホーム（荏原2）

ボランティアをしたい方・手助けをしてほしい
方のためのホームページです。区が主催する事
業のボランティアなども募集しています。区ホー
ムページの「お役立ちガイド」から「ボランティ
ア・ナビ」をクリックしてご覧ください。

高齢者の積極的な社会参加を図るため、ボラ
ンティア活動に対して地域貢献ポイントを付
与しています。
人区内在住のおおむね60歳以上の方　※事前
にボランティアセンターなどで登録が必要です。
内区が指定する社会福祉施設などでのボラン
ティア活動1回に1ポイント付与
※年間50ポイント限度。
ポイント交換／区内共通商品券への交換か区
内社会福祉施設への寄付
※詳しくはお問い合わせください。
※街のコンシェルジュの活動も対象になります。

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ
高齢者や障害者も住み慣れた地域で安心して
住み続けるために、有償で生活のお手伝いを
してくれる方を募集します。
内掃除、食事作り、外出の付き添い、福祉車
両（車いすごと乗れる車両）の運転など
人18歳以上の方
謝礼／1時間700円（交通費支給）
●協力会員募集説明会
日4月22日㈬14:00～15:30
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

ボランティア募集
品川ボランティアセンター☎5718－7172

HP  shinashakyo.jp/volunteer/

さわやかサービス協力会員募集
さわやかサービス☎5718－7173
HP  shinashakyo.jp/sawayaka/

ボランティア・ナビ しながわ
地域活動課協働推進担当
☎5742－6605

品川区地域貢献ポイント事業
品川ボランティアセンター☎5718－7172
高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

ポ

ポ

ポ

ポ

ポ

■使用済みの切手・テレホン
カードなどを同センター（〠
140－0014大井1－14－1）
へ送ってください
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問い
合わせ

●文化スポーツ振興課　Fax5742－6585・6893
〠140－8715  広町2－1－36 第二庁舎6階
　●スポーツ係　☎5742－6838
　●生涯学習係　☎5742－6837
　●文化振興係　☎5742－6835・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・日曜、祝日は5時まで。
〠141－0022　東五反田2－11－2
☎3449－4400　Fax3449－4401

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600
Fax3781－6699

●品川保健センター
〠140－0001　北品川3－11－22　☎3474－2225
●大井保健センター
〠140－0014　大井2－27－20　☎3772－2666
●荏原保健センター
〠142－0063　荏原2－9－6　☎3788－7016

パソコンボランティア
養成講習会
障害がある方の、パソコン操作のお手
伝いをしてみませんか。
日5月8日・22日、6月5日・19日の金
曜日午後6時～8時（全4回）
人区内在住か在勤の方6人（抽選）
場申4月28日㈫までに、電話かFAXで
講習会名、住所、氏名、年齢、電話番
号を心身障害者福祉会館（旗の台5－2
－2☎5750－4996Fax3782－3830）へ

杉野学園公開講座
きれいって何だろう
日5月23日㈯午後2時～4時
場杉野服飾大学（上大崎4－6－19）
内世界のデザイナーコレクションに見
る「美しい身体」と「新しい服」
人16歳以上の方100人（抽選）
申5月8日㈮（必着）までに、往復はが
きで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を文化スポーツ
振興課生涯学習係へ

子育て若葉マーク講習
受託グループ募集
乳幼児の保護者を対象にした子育ての
講座や学習会を、区に代わって開催す
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
内7月1日㈬～22年3月15日㈪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。
人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11日㈭
午前10時に行います。　※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。
申請書配布場所／／子育て支援課、文化
センター、児童センター、図書館
申5月29日㈮（必着）までに、申請書
を子育て支援課在宅子育て支援係（〠
140－8715品川区役所本庁舎7階☎
5742－6720）へ郵送か持参

星薬科大学公開講座
No. 講座名 日時 内容

① 講演会
5/15㈮
13:30
～15:00

先端科学創造シンポジ
ウム「糖尿病・メタボ
の仕組みとその予防・
治療～健康な生活習慣
と新しい薬の開発」

② 薬草
見学会

5/16㈯
11:00
～12:00

<第1部>
キャンパスツアー
（星一資料室ほか）

5/16㈯
13:00
～16:30

<第2部>
講義「ユリ科の植物た
ち」など

場同大学（荏原2－4－41）
人各100人（抽選）
申4月27日㈪（必着）までに、往復は
がきで講座名、No.（②は希望の部も、
両方も可）、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を文化スポーツ
振興課生涯学習係へ
※①②は別々の往復はがきで申し込ん
でください。

手話講習会
●入門課程
日6月5日からの金曜日（全20回）
午後クラス＝午後1時30分～3時30分
夜クラス＝6時45分～8時45分
人手話学習経験がなく聴覚障害者との
コミュニケーションを学びたい方
各25人（抽選）
●基本課程
日6月8日からの月曜日（全30回）
午前クラス＝午前10時～正午
夜クラス＝午後6時45分～8時45分
人聴覚障害者と日常会話ができ、講座
修了後区の手話通訳活動をめざす方
各15人（選考）
※選考試験は5月23日㈯。
●応用課程
日6月8日からの月曜日（全30回）
午後クラス＝午後1時30分～3時30分
夜クラス＝6時45分～8時45分
人基本的な手話通訳ができ、講座修了
後、区の手話通訳活動ができる方
各15人（選考）
※選考試験は5月9日㈯。
――――――― 共　通 ―――――――
￥各2,000円（テキスト代）
募集要項・申込用紙配布場所／障害者
福祉課（本庁舎3階）、心身障害者福祉
会館、地域センター、文化センター
場申4月25日㈯（必着）までに、申込
用紙と返信用はがきを心身障害者福祉
会館（〠142－0064旗の台5－2－2☎
5750－4996）へ郵送か持参

講演会
その子らしさを生かす子育て
発達特性に寄り添って
発達障害児の健やかな成長を支えるた
めの「道しるべ」となる講演会です。
日5月17日㈰午後1時30分～4時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
人90人（先着）　※3～8歳児の託児あり。
￥500円（資料代）
共催／／パルレ〔区との協働事業〕
申5月13日㈬（必着）までに、はがき
かFAX、託児希望の方は往復はがきで
講座名、住所、氏名、電話番号、託児
希望の方はお子さんの氏名・年齢を障
害者福祉課療育支援担当（〠140－8715
品川区役所☎5742－6389 Fax3775－
2000）へ

第1回再就職をめざすパソコン
基礎講座
日5月20日㈬・21日㈭
午前9時15分～午後4時（全2回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内ワード・エクセルの基礎
人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
申5月1日㈮（必着）までに、往復はが
きで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
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（〠140－0011東大井5－18
－1☎5479－4104）へ

メイプルセンターの講座
①季節の野菜を使った日本料理
日5月9日㈯、6月6日㈯
午後1時～4時（全2回）
人24人（先着）  ￥8,000円（材料費込）
②朗読～声で描く
日4月22日、5月13日・27日、6月10
日の水曜日午前10時～正午（全4回）
※全5回のうち2回目からの途中入会。
人16人（先着） ￥6,400円（テキスト代別）
③シニアの携帯電話入門
メールとカメラを使ってみよう
日5月22日・29日、6月5日・12日の金曜
日午後3時30分～5時30分（全4回）
人6人（先着）
￥11,600円（テキスト代別）
――――――― 共　通 ―――――――
場①きゅりあん（大井町駅前）
②③メイプルセンター（西大井駅前）
申電話でメイプルセンター☎3774－
5050へ

第154回日曜コンサート
日4月19日㈰午後1時30分～3時
曲目／／シューベルト「アルペジオーネ・
ソナタ」ほか
出演／／品川クラシック音楽協会
場参当日、中小企業センター3階レクホ
ール（西品川1－28－3☎3787－3041）へ

品川清掃工場見学会
日4月25日㈯午前10時～11時30分
※現地集合・解散。
内ビデオなどによる説明、施設見学
人50人（先着）
場申4月23日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5353）へ

EBARA夢フェスタ2009
区民春季将棋大会
初心者の方もご参加ください。
日5月17日㈰午前10時から
※9時30分から受け付け。
場荏原文化センター（中延1－9－15）
対戦方法／／段・級別リーグ戦
人高校生以上の方
申5月7日㈭（必着）までに、往復はが
きに「将棋大会」とし、住所、氏名、
年齢、電話番号、棋力（段・級の自己
申告）を文化スポーツ振興課文化振興
係へ

2009品川区民「春のコンサート」
さわやかな風薫る春の夕べをオーケス
トラの調べでお楽しみください。　
日5月23日㈯午後6時30分開演
（6時開場）
場きゅりあん（大井町駅前）　
曲目／／ベートーベン ｢交響曲第6番へ長
調『田園』・『レオノーレ』序曲第3番」
など
￥700円（全席自由）　
※当日券あり。
託児／／
2歳～就学前のお子さん10人（抽選）　
※おやつ代100円。 
※5月14日㈭（必着）までに、はがき
に「区民コンサートの託児」とし、住所、
氏名、電話番号、お子さんの氏名（ふ
りがな）・性別・年月齢を文化スポーツ
課文化振興係へ。
共催／／品川音楽文化協会　
チケット販売・問文化スポーツ振興課

催　し ★

★

知的障害者相談員（10人）
氏　名 住　　　　所 電話・FAX（兼用）

網倉　弘子 小山2－15－12 3786－7469
生澤小恵子 戸越2－9－17 3785－1574
犬丸　咲子 東品川3－21－18－105 3450－6532
上田　幸枝 北品川1－1－10－708 3450－4078
榎本　薫 西大井3－7－18 3772－7215
大上　好江 南大井6－7－13－601 3763－8975
島崎　妙子 八潮5－1－4－218 3799－3670
平澤　栄子 小山6－24－14 3782－8033
松田　啓江 東中延1－4－5－401 3782－9534
目黒百合子 南大井2－12－1－502 3763－8695

定額給付金の申請書を3
月中旬に発送していま
す。提出された申請書の
記入に誤りなどがあると
きは、区から電話せず郵
送で確認をします。区か
ら一方的に電話や訪問す
ることはありません。ご
注意ください。
問地域活動課定額給付金
担当☎5742－6543

定額給付金の

詐欺にご注意　　ください

　身体障害や知的障害のある方の地域生
活に関する支援の相談に応じています。
秘密は固く守ります。
　お気軽にご相談ください。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707Fax3775－2000）

身体障害者相談員（14人）
氏　名 住　　　　所 電話・FAX（兼用）

視覚障害者
笹原　 稔 西中延1－11－4アサヒ治療院 ☎070－6562－9328
下堂薗　保 東大井1－14－24－1211 ☎3471－7253
肢体不自由児・者（主として父母などが相談する場合）
﨑村　茂久 南大井3－31－14 5762－2808
菊地絵里子 西大井6－5－4 6902－0070
佐藤　治子 東大井3－27－5 3762－2709
野村　和枝 二葉1－8－7－301 3785－0082
重症心身障害児・者
奥山きみの 東品川3－32－6－801 3450－6631
丸山　文子 東品川3－10－1－1703 3471－7939
肢体不自由者（本人）・内部障害者
伊藤　保 荏原2－17－2 3786－4504
杉村　美重 南大井1－13－7－402 3762－8492
髙橋　秀年 南大井1－13－7－1002 3768－5502
聴覚障害者
今井　千枝 荏原2－17－9－205 Fax3785－6285
佐々木敏惠 旗の台4－10－2むつみ荘 Fax3784－7895
人工肛門・ぼうこうの方
松浦　輝義 二葉1－14－13田中荘 3786－8242

相談日時／／随時（訪問する場
合は、電話などで要予約）
相談方法／／訪問、電話、FAX
相談内容／／知的障害者相談員
＝家庭での養育、生活などの
相談と必要な指導・助言
身体障害者相談員＝身体に障
害のある方の相談と必要な指
導と助言
※いずれも、施設入所、身体
障害者手帳・愛の手帳の交付
申請手続きなど、福祉事務所
との連絡調整を行っていま
す。障害者福祉団体の紹介も
しています。
○相談員の任期は2年。22年3月31
日まで。

身体・知的障害者相談員にご相談ください
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● 銭湯特集
● 健康カレッジ

次号予告　4月21日号
平成21年（2009）

4/11
1706号

広　報

  たく
さん読

もう

楽しく
読もう

！タウンミーティングの内容

　4月から新長期基本計画がスタートしました。
　区政運営の指針となる新長期基本計画の大切な理念のひとつは、
区民と区との協働のまちづくりです。品川区をより住みやすいまち
にするために、教育、福祉、環境、まちづくり、安全、子育てなど
についてともに考え、行動につなげていきましょう。

日　　　時 会　　　場
5月31日㈰
午後2時～4時

大崎第一区民集会所
（西五反田3－6－3）

6月27日㈯
午前9時30分～

11時30分

品川健康センター
（北品川3－11－22）

7月 4日㈯
午後2時～4時

南大井文化センター
（南大井1－12－6）

8月30日㈰
午後2時～4時

八潮区民集会所
（八潮5－10－27）

9月26日㈯
午前9時30分～

11時30分

荏原文化センター
（中延1－9－15）

※定員は各100人（抽選）。
※各回とも同じテーマです。

○全文をご覧になれます
企画財政課（本庁舎5階）、区政資料コーナー（第
三庁舎3階）、図書館、区ホームページ
○概要版を配布します
企画財政課、区政資料コーナー、地域センター、
区民集会所、サービスコーナー、図書館、文化
センター、品川歴史館、体育館、保健センター、
きゅりあん、メイプルセンター、O美術館
○有償頒布しています
区政資料コーナー　1部1,000円

品川区長期基本計画

「輝く笑顔　住み続けたいまち　しながわ」の実現にむけて

タウンミーティングに参加しませんかタウンミーティングに参加しませんか

○区長によるプレゼンテーション
　新品川区長期基本計画とこれからの品
　川のまちづくり
○会場の皆さんと区長との意見交換

申込方法／／
4月27日㈪までに、「タウンミーティング」
とし、希望日・会場、住所、氏名、年齢、
発言希望の有無と発言の要旨（400字以
内）を広報広聴課（〠140－8715品川区
役所☎3771－2000Fax5742－6870 sk-
kucho@city.shinagawa.tokyo.jp）へ郵送
かFAX、Ｅメール

区長によるプレゼンテーション

あなたが選ぶ！☆キラリ輝く40店☆第4弾!!

しながわの一番店発見プロジェクト
バリュー・アド大作戦

　区内の商店の魅力をもっと知ってもらうために、「潜在的魅力の
ある個店」や「やる気のある個店」の方、しながわの一番店発見
プロジェクトに参加してみませんか？
　区民の方の投票などで8部門40店の推奨店（マイスター店）に
選ばれると、本紙やケーブルテレビ品川、品川区商店街連合会の
ホームページなどを通じて広く紹介していきます。
●キラリと輝く魅力的なお店を大募集
対象／／大型店を除く区内のお店　※他薦でも可。
申6月19日㈮（必着）までに、応募用紙を品川区商店街連合会へ郵
送か持参　
※応募用紙は、区内の郵便局、地域センター、商店街で配布。品
川区商店街連合会のホームページからダウンロードもできます。
※参加店の中からノミネートされたお店は、本紙9月11日号など
でお知らせします。
※詳しくは、商店街連合会のホームページをご覧ください。
問品川区商店街連合会（〠141－0033西品川1－28－3☎5498－
5931 HP shoren.shinagawa.or.jp）

　犯罪被害者やその家族は、直接的な被害だけではなく、精神的な苦
痛や身体的な不調などに苦しめられています。犯罪被害者やその家族
の立場に立って、その意志や感情を尊重しながら、人権への配慮や支
援をすることが必要です。
　区では、犯罪被害に遭った方などに支援機関などの情報提供や、必
要な場合には公共機関などへの付き添いなどの支援を行っています。
　1人で悩まず、ご相談ください。

相　談　窓　口
○区民相談室☎3777－2000
　※区政資料コーナー （第三庁舎3階）で ｢もう一度会いたい｣
　　（遺族の手記）を配布しています。
○被害者支援都民センター☎5287－3336
○犯罪被害者ホットライン（警視庁）☎3597－7830
○品川警察署☎3450－0110
○大崎警察署☎3494－0110
○大井警察署☎3778－0110
○荏原警察署☎3781－0110
○法テラス（日本司法支援センター）☎0570－079714

問人権啓発課☎3763－5391　広報広聴課区民相談室☎3777－2000
※人権・同和問題特集号（4月11日発行）もあわせてご覧ください。

犯罪被害者やその家族の人権へ配慮を！

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。

品川区

会場の皆さんとの意見交換

古紙配合率70％再生紙を使用しています
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