
　区役所は土・日曜日は休みですが、平
成20年1月から日曜日に、戸籍・住民票・
外国人登録などの証明書の発行や届け出
などの業務を行っています。お勤めなど
で平日の来庁が難しい方に「大変便利！」
と好評で、毎週多くの方が利用されてい
ます。
開庁時間／午前8時30分〜午後5時
場所／区役所3階フロア
※年末年始の日曜日、日曜日が月末など
の場合は除く。

　「5時を過ぎてしまった…」という時でも
火曜日なら大丈夫！午後7時まで窓口を延
長して、戸籍や印鑑登録などの証明書の
発行や届け出の受け付けを行っています。
開設時間／午後5時〜7時
※祝日、年末年始は除く。

　区役所の業務時間外でも、出生届や婚
姻届など戸籍関係の届け出の受け付け、
火葬許可証の発行を夜間休日受付で行っ
ています。
受付時間／平日午後5時〜午前8時30分
※土曜日、開庁していない日曜日、祝日、
12月29日〜1月3日は終日受け付け。

　3月に定額給付金の申請書を世帯主あ
てにお送りしましたが、もうお手続きは
お済みでしょうか。
　不明点などありましたら、区役所の相
談窓口をご利用ください。またコールセ
ンターも設置しています。
○本紙7ページに関連記事があります。

【定額給付金相談窓口】
受付時間／午前9時〜午後5時（月〜金曜日）
場所／第二庁舎3階ロビー

【定額給付金コールセンター】
受付時間／午前8時30分〜午後5時15分
　　　　　（月〜金曜日）
電話番号／5742−6543

〠140−8715  品川区広町2−1−36　 代表番号  ☎3777−1111  広報広聴課 ☎5742−6644　Fax5742−6870  http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

区役所は耐震改修工事中のため駐車スペースに限りがあります。車でご来庁の際はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。
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日々変わっていく品川区。４月から
スタートした特集企画では、毎回テー
マを設け、品川区の「動き」をお伝
えしています。

   、品川区では。

特集：区役所
まい

　区役所では現在、庁舎の免震・耐震改修工事を進めているのをご
存じでしょうか。このため従来の出入り口が使用できなくなるなど、
区民の皆さんにご迷惑をおかけしています。また組織改正により4
月から担当部署の名称が変わるなど、ご不便をおかけしています。
皆さんに身近な区役所としてご利用していただけるよう、今号では
区役所の「いま」をお伝えします。

■次のようなサービスをご利用できます

取扱業務 日曜
開庁

火曜
延長窓口

夜間
休日受付

戸
籍
・
住
民
票
・
印
鑑
登
録
・
外
国
人
登
録

出生・死亡・婚姻・離婚・転籍などの届書の受
領、火葬許可証などの交付 ○ ○ ○

戸籍・除籍全部（個人）事項証明書、改製原戸
籍謄（抄）本、戸籍の附票、身分証明書の交付 ○ ○

転入・転出などの異動届け出、印鑑登録申請、
住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登
録証明書の交付

○ ○

外国人登録、居住地・在留期間などの変更、印
鑑登録（外国人）の申請、外国人登録原票記載
事項証明書・印鑑登録証明書（外国人）の交付

○ ○

税

納税・課税証明書の交付、住民税の申告 ○
125cc 以下のバイク、小型特殊自動車の申告
と届け出 ○

特別区民税・都民税の納付・口座振替
軽自動車税の納付 ○

特別区民税・都民税の相談
軽自動車税の相談 ○

国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
・
長
寿
医
療

国民健康保険の加入・脱退 ○ ○
国民健康保険保険料の納付・口座振替・相談 ○
国民健康保険の給付（出産一時金、葬祭費など）
の申請 ○

「こくほの宿」受け付け ○
国民年金第1号被保険者に関する届け出
国民年金保険料の免除・若年者納付猶予・学生
納付特例申請

○

長寿医療（後期高齢者医療）保険料の納付、各
種届け出・申請・相談 ○

介護保険料の納付・口座振替 ○
母子健康手帳の住所変更届の受け付け
（妊婦の方の転入時のみ） ○

児童手当・子どもすこやか医療費助成の申請用紙の
交付、子ども医療証の交付 ○

就学指定通知書の交付
（転入・転居時のみ。学区域の学校のみ指定します） ○

 ●品川区役所　
所在地／〠140−8715�品川区広町2−1−36　
　　　����☎3777−1111(代表)
交通／京浜東北線・大井町線・
　　　りんかい線「大井町駅」徒歩8分
　　　大井町線「下神明駅」徒歩5分
窓口利用時間／月〜金曜日
　　　　　������（祝日、12月29日〜1月3日は除く）
　　　　　　　�午前8時30分〜午後5時

　区役所の
　便利な窓口

　「大変便利！」と好評

 日曜開庁

　ご存じでしたか？

 火曜延長窓口

　戸籍関係の届け出は夜�でも受付

 夜間休日受付

夜間休日受付の窓口は
「第二庁舎2階」です。

　手続きはお済みですか？

 定額給付金相談窓口

区役所を　　　　ご利用ください区役所を　　　　ご利用ください

住民票の写しの交付などのサービスを大井町駅ビルでご利用できます。
場所／ JR京浜東北線大井町駅ビル「アトレ」中央西口階段下
受付時間／月〜金曜日午前8時〜午後7時、土・日曜日午前10時〜午後3時
※国民の祝日（祝日が日曜日の場合、翌日の月曜日は開業）、12月29日〜1月3日は休みです。
※武蔵小山サービスコーナーは、施設整備工事のため、22年の工事完了日まで休業中です。
問大井町サービスコーナー☎3777−0050

大 井 町
サービス
コーナー

至
品
川

京
浜
東
北
線
大
井
町
駅イトーヨーカドー消費者センター

社会福祉協議会

品
川
区
総
合
庁
舎

大井町線

しながわ
中央公園

中小企業センター

下神明駅

ご利用
ください

ご注意
ください！

5月31日㈰はシステム保守のため
休業します。



（2）

保養所をご利用ください

施設名・電話� 9月の宿泊できない日
伊東温泉品川荘
☎0557−35−0321 なし

宮城野温泉箱根荘
☎0460−82−4037� 1日、2日�

日光しながわ光林荘
☎0288−54−0988����� 7日〜10日、14日〜17日�

●対象　区内在住か在勤の方が利用できます。
●申し込み（9月分）　6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。
●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時から地域活動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
地域活動課（☎5742－6687Fax5742－6877）
受付は月〜金曜午前9�〜午後5�（施設は営業日の６�まで）

●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）で利用してくださ
い（1回2泊まで）。
●申し込み（9月分）　6月1日〜15日（消印有効）に、申込専用往復はがきに必要
事項（利用施設名、利用月日、人数など）を書いて応募してください。
●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。

●民間借り上げ保養施設
ＫＮＴツーリスト新宿営業所☎3354－0351
受付は午前10�30分〜午後7�（土曜は6�30分、日曜・祝日は６�まで）

抽選にもれた方も空き室の問い合わせを！

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
☎0465−62−7111�

熱海　ホテルニューアカオ 静岡県熱海市熱海1993−250��
☎0557−82−5151

伊豆長岡　小松家　八の坊＊ 静岡県伊豆の国市長岡1056−1
☎055−948−1301�

＊小松家八の坊の団体利用はご相談ください。

いま、品川区役所では

左より長久保慶子さん
福本章夫さん
新宅肇さん

将来への安心に向けて
　平成23年3月に完成予定の総合庁舎耐震改修工事は、職員が働
いている状態のままで行われています。大きな資金をかけない工
法であり、工事のため庁舎の出入り口がわかりづらくなってし
まったり、歩道が狭くなってしまったりという難点はありますが、
移転することなく、通常の業務が変わらぬ形で行われているのは
評価できる点です。将来へ向けての安心のためには、私たちの理
解と協力も大事ではないかと思いました。（文／長久保慶子）

広報ボランティアレポート

工事のため現在の駐
車場は第二庁舎側の
みとなり、スペース
は90台から60台分に
減少している

第三庁舎の５階の窓から見下ろす。かつて
駐車場だった本庁舎2階部分で工事が進ん
でいる様子がよくわかる。これによって駐
車スペースは3分の２に減少。雨天やお昼
時には満車となり、駐車待ちの車の列がで
きることもあるという。

まずは外から工事の様子を検
証。工事用フェンスの中にク
レーン車が見える。フェンスを
設置しているため、歩道が一部
狭くなっている部分も…。ク
レーンは5月中旬ごろ撤去予定。

道路
庁舎

山留め

1. 杭を打ちます

今、この段階です

くい

2. 道路が崩れないように
　山留めをつくって

4. 免震装置を設置します

3. 建物の下の土を掘り

広報ボランティアがレポート

総合庁舎耐震改修工事
の進む区役所

　本庁舎へ行くには階段を上がるしかないと
思っていましたが、第三庁舎のエレベーターが
使えるんですね。リサイクルショップ「リボン」
の前を通って右に曲がれば第三庁舎の入り口。
入って右側のエレベータに
乗り３階で降りれば、本庁
舎への連絡通路のフロア

に出ます。私のような高齢者や車いす、ベビーカーの方
は知っておくと便利ですよ。（談／福本章夫）

エレベーターも利用できます
広報

ボランティア
より

総合案内板をながめる福本さん

※図は工事のイメージです。

ヘルメットをかぶって工事現場に入る。本庁
舎の2階と1階部分はすべてのものが取り除か
れている。現在行っているのは、本庁舎の建
物の下に免震装置を設置するための準備の工
事。準備工事に長い時間がかかるそう。説明
を聞き、大変な工事であることがわかる。
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〈
広
告
〉

新型インフルエンザの感染防止のため、本紙号外をご覧ください

誘導表示をもっと見やすくしては
　入り口周辺が工事の白い鉄板で囲まれているのを
見て、まず「どっから入るんだ？」と一瞬まごつく。
来庁者案内板の色や文字を統一し、ベビーカーや車
イスのために第三庁舎のエレベーターへの誘導表示
ももっとわかりやすくするとよい。自転車置場３カ
所の一覧表示がないのも気になった。
　工事期間中に多少の不便をこうむっても、万一の
震災時にここが区民の基幹センターになることを考
えると耐震化の長い工期も我慢しなければならない。
（文／新宅肇）

広報ボランティアレポート

今回の新型インフルエンザの対策としてだけではなく、強毒性を持つ鳥インフルエンザなどの対策と共通のお知らせです。

ここが知りたい！

総合庁舎耐震改修工事 Q ＆ A

　区役所は災害時などに、その対策拠点として重要な役割を持っています。もし区役
所が災害時に機能しなかったら、区民の皆さんに正確な情報を提供したり、よりよい
対策を講じたりすることができなくなってしまいます。災害時に備え、災害対策拠点
として十分に機能を果たせるよう、区では耐震診断を平成17年に実施しました。その
結果、昭和43年建設の本庁舎、議会棟、第三庁舎は望ましい耐震性能を備えてなく、
改修工事を行うことを決定しました。なお、第二庁舎は耐震性に問題はありません。

なぜ耐震改修工事が必要なのですか？Q

　本庁舎・議会棟には建物の下に免震装置を入れる「免
震構造」、第三庁舎には補強壁を入れる「耐震構造」の
工法で工事を行います。
　特に「免震構造」の工事では高い耐震化が図れるとと
もに、庁舎を仮移転することなく、通常通りのサービス
を提供することができます。また工事後も工事前と変わ
らない空間を確保できるという利点もあります。

どんな工事が行われるのですか？Q

　工期は平成20年7月から平成23年3月25日を予定しています。区民の皆さんにはご迷
惑をおかけしますが、どうかご理解の程、よろしくお願いいたします。

いつ完成ですか？Q

有料広告の申し込みは、2
月・6月・10月に受け付けて
います。

広報紙に広告を
掲載しませんか

　有料広告の申し込みは、2月・6月・10月に受け付けてい
ます。申し込みについての詳細は、6月1日号をご覧ください。

「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。 

「 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☎5742－6644

2月1日号で4～7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☎5742－6644

有料広告の
掲載申し込みについて

問い合わせ　広報広聴課☎5742－6644

広報紙に広告を掲載しませんか

免震装置の簡単な模型
案�図をご利用ください

　
　庁舎の案�図を一新し、庁舎の各階、エレベーターの中に設
置しました。また本庁舎 3階には「総合案�」のカウンターも
ありますので、ご利用ください。
　不明点などはお近くの職員にお声をかけてください。

出入り口

出入り口

出入り口

出入り口

階段のため
段差あり

出入り口
エレベーターエレベーター

防災センター
第二庁舎

本庁舎 議会棟 第三庁舎第三庁舎

スロープ

工事エリア
車いす・
ベビーカー
などの方

耐震改修工事のため、道路から本庁舎に上るスロープが使用でき
ません。車いす、�ビーカーをご利用の方は、第三庁舎�レ�ーター。車いす、�ビーカーをご利用の方は、第三庁舎�レ�ーター
か第二庁舎出入り口をご利用ください。

総合庁舎耐震改修工事のため、
出入り口が変わっています

庁舎
免震装置
地面

これからもずっと品川で暮らしたい方へ。空室状況は、直接お問い合わせください。
※満室の場合はご了承ください。

ご夫婦でご利用可能なお部屋もございます。

類型：介護付有料老人ホーム（地域密着型特定施設入居者生活介護）　介護保険の指定：品川区１３９０９０００４９　権利形態：利用権方式　利用料支払方式：一時金方式　入居対象者：要介護　※原則として品川区民の方ですがご相談に応じます。　職員体制：要介護者２名に対し、常
勤換算１名以上の職員体制（週４０時間換算）　居室数：２３室（夫婦室４室含む 全23室個室）　定員：２７名　敷地面積：４４５.０６㎡　延床面積：１,３１４.０４㎡　建物概要：鉄筋コンクリト造/地下１階地上６階建　開設年月：平成１９年１月　土地・建物権利形態：通常借家契約平成１９年
１月１日～平成３８年１２月３１日（自動更新）

看護・介護
職員募集中！

未経験者でも
歓迎いたします。

● 新型インフルエンザ流行地域から帰国した方で、帰国後10日以�
に発熱、せきなどの症状が出た方は、まず品川区発熱相談センター
へ電話をしてください。状況をお聞きし、必要に応じて感染外来
のある病院で受診できるよう手配します

　

● 新型インフルエンザの症状
　発熱、せき、のどの痛み、筋肉痛、頭痛、悪寒、けん怠感などがあり、下痢、
おう吐を伴うことがあります。

●感染防止のための生活習慣
��・栄養バランスのとれた食生活、適度な運動などで体力をつけましょう。
��・外出するときは、マスクを着用しましょう。
��・手洗い、うがいを習慣にしましょう。
��・なるべく人ごみを避けましょう。
��・�せきやくしゃみをするときには、ティッシュで口や鼻を覆いましょう。
使用したティッシュは、感染を防止するために、ビニール袋などに包
んでから捨てましょう。

● 国�発生の状況により、国の要請などに基づき、区の施設や業務
を休止することがあります

　万が一、施設や業務を休止する場合は、区ホームページや張り紙など
でお知らせします。あらかじめご了承ください。

※本紙号外（5月11日発行）は地域センターや図書館、区が主催するイ�ン
ト会場などで配布しています。また区ホームページからもご覧になれます。

品川区発熱相談センター
☎5742－6704　午前9時〜午後5時　土日・祝日も対応
東京都発熱相談センター
☎5320－4509　午後5時〜午前9時　土日・祝日は24時間

直接病院へ
行かないでください
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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://）

●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として
　区�在�・在�・在�の�区�在�・在�・在�の�

平成 21 年
（2009）
5/21情報館 情報館は4〜7ページです

ぜひ親子でご参加を！
日6月27日㈯午後1時〜4時30分
（受付は正午から）
場日野学園（東五反田2−11−1）
対象／区内在住か在学で中学生以下の方
※入門囲碁教室は引率者も可。
※小学生以下は原則として大人の引率者が必要。
申6月11日㈭までに、往復はがきに「ジュニア囲
碁」とし、①〜③の番号（第2希望まで）、住所、
氏名、学校名、学年（年齢）、電話番号、棋力（段
や級または囲碁を始めてどのくらいか）を文化ス
ポーツ振興課文化振興係へ

①梅沢由香里のよくわかる入門囲碁教室
だれでも2時間で囲碁を覚えられます。
定員／100人（先着）

②区長杯選手権（小・中の部ノーハンデ戦）
上位入賞者は表彰があります。
定員／20人程度（抽選）
￥500円

③棋力認定戦
　（7路盤クラス～19路盤クラスハンデ戦）
全員に日本棋院認定状を差し上げます。
定員／100人程度（抽選）
￥500円

幼稚園・保育園をチャイルドステーション
としてご利用ください

シルバーパスを発行しています
70歳以上で希望する方に、都内バス、都営地
下鉄、都電に乗車できるシルバーパス（有効期
限9月30日）を発行しています。
￥20年度区民税が課税の方　10,255円
20年度区民税が非課税の方　��1,000円
※20年度課税でも、前年の合計所得が125万
円以下の方は1,000円。
問東京バス協会☎5308−6950　

第2回品川区ジュニア囲碁フェスタ2009

プロ棋士のレッスンが受けられます
区長杯選手権か棋力認定戦に参加した方は日
本棋院プロ棋士のレッスンが受けられます。

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。
人生後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
申利用日の3日前までの午後2時〜5時に､ 希望の
保育園へ
問実施保育園、保育課運営係☎5742−6724

　6月に参加できる主な事業　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　保＝保育園

●保育園給食を知ろう会
　04日㈭＝荏原保
　05日㈮＝三ツ木保
　19日㈮＝荏原西保
　24日㈬＝西五反田保
●人形劇
　09日㈫＝大崎保
　23日㈫＝大井保
●お茶会
　10日㈬＝小山台保
●夏祭り
　05日㈮＝西品川保
　12日㈮＝東品川保
●身体測定
　02日㈫＝大井倉田保（乳児が対象）
　03日㈬＝大井倉田保（幼児が対象）
　18日㈭＝八潮西保
●園庭開放
　月〜金曜＝東五反田保、源氏前保、冨士見台保
　火・木曜＝荏原保
　月曜＝のびっこ園台場
　火曜＝西中延保
●絵本の広場開放
　18日㈭＝西中延保
●保育体験・給食体験
　38園で実施（二葉つぼみ保育園を除く）
　※日程など詳しくは各園へお問い合わせください。

東京国体出場を目標に開催！

ジュニアゴルフ強化教室

コース 対象 日時（全10回） 費用 定員
（抽選） 会場

ＳＡ
9〜15歳

7/15 〜9/30
17:00 〜18:30 水

各33,600円 各8人 馬込ゴルフガーデン
（大田区北馬込1−30−4）ＳＢ 7/16 〜10/1

17:00 〜18:30 木

ＳＣ
小・中学生

6/25 〜9/10
17:30 〜19:00 木

各21,000円
8人 加藤農園ゴルフリンクス

（大田区新蒲田3−12−2）ＳＤ 6/26 〜9/4
17:30 〜19:00 金 12人

※�費用は、貸しクラブ・ボール代込。　※SA・SBは4人以上で開催。

いきいき筋力向上トレーニング総合コース参加者募集
暮らしを楽しく過ごすには筋力アップと健康な
お口でバランスの良い食事をとりましょう。
日7月1日〜12月16日の第1・3水曜日
午後2時〜4時（全12回）
場南大井シルバーセンター（南大井3−7−13）�
内いすやチューブを使った筋力トレ―ニング、
口の体操や手入れ方法の実践、栄養状態を保
つためのアドバイス

人次のすべてにあてはまる方16人（抽選）
①おおむね65歳以上
②自力で会場への往復ができる
③現在運動をするのに支障がない
④6月3日㈬午後2時から、会場で行う説明会に
参加できる
￥3,500円

申5月29日㈮までの月〜金曜午前9時〜午後5
時に、本人が電話でコナミスポーツ＆ライフ
0120−919−573へ

問高齢者いきがい課いきいき事業係
☎5742−6733

梅沢由香里（女流棋士） 昨年のジュニア囲碁フェスタの様子

第99回　高齢者と介護者のための料理教室　はじめての料理、エコクッキング
日5月26日㈫午後1時30分〜4時30分
場荏原文化センター（中延1−9−15）
持ち物／�プロン、三角きん、筆記用具
人20人（先着）
￥600円
申5月25日㈪までに、電話で成幸ホーム☎3787
−5393へ

申6月10日㈬までに、往復はがきかFAXで希望コース（第２希望まで）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
学校名、学年、電話番号、ゴルフ経験の有無をスポーツ協会へ
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第5期品川区廃棄物減量等推進
審議会区民委員を募集します
一般廃棄物の減量や再利用の促進など
を審議する廃棄物減量等推進審議会の
区民委員を募集します。
日7月〜23年6月
人区内在住か在勤で、平日昼間に開催
する会議（年3・4回）に出席できる20
歳以上の方若干名（選考）
※報酬あり。
申6月12日㈮（必着）までに、住所、氏名、
年齢、生年月日、電話番号、応募の動機、
ごみ減量に向けての考え方（800字程度）
を品川区清掃事務所（〠141−0032大
崎1−14−1☎3490−7705）へ郵送か
持参
選考結果／6月下旬に応募者全員に通知

サマールックキャンペーン
6月1日〜9月30日
　区では今年も「サマールックキャン
ペーン」を実施します。上着を脱ぎ、ネ
クタイをはずした軽装で仕事をします。
　皆さんの家庭や事業所でも、冷房設
定温度を28℃にするなど、環境への負
担を少なくする省�ネルギー活動に努
めましょう。
問環境課☎5742−6755

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見つかります。シル
バー人材センターにご相談ください。
日5月27日㈬午前10時〜午後3時
場①大崎第二区民集会所
（大崎2−7−13）
②大井第二区民集会所
（大井2−27−20）
人区内在住で、健康で働く意欲のある
60歳以上の方

問シルバー人材センター東大井支所
☎3450−0713　
※②では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。

東品川在宅サービスセンター
介護者教室
日5月30日㈯午後1時〜3時
内成年後見制度について
人20人程度（先着）
場申5月29日㈮までに、電話で同セン
ター（東品川3−1−8☎5479−2946）
へ

南品川シルバーセンターは
改修工事のため休館します
7月〜22年7月は耐震補強・内部改修な
どの工事のため休館します。
問高齢者いきがい課シルバーセンター係
☎5742−6946

在宅介護者日帰り研修
介護に関する情報や意見の交換と、介
護者同士の交流をはかります。東京の
下町を再発見するバスツアーで、寄席
も観覧します。
日6月13日㈯午前9時〜午後5時
※集合・解散場所は後日お知らせします。
行き先／浅草
人45人（初回の方優先、1家族1人）
￥1,000円
申5月30日㈯までに、電話で西大井在
宅サービスセンター☎5743−6125へ

道路（私道）調査を行います
建築基準法改正に伴い、基準法上の道
路の台帳を作成するため、現地で道路
の幅などの測量を実施します。
日6月1日〜22年3月下旬
※建築基準法上の道路とは、法42条第
2項道路、位置指定道路などです。
問建築課細街路担当☎5742−6772

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

お知らせ

健康診査・がん検診 一部有料

契
約
医
療
機
関

女性の健診………………16〜39歳
子宮がん検診（受診券あり）
……………………………20歳以上（偶数年齢）
大腸がん検診……………40歳以上
こう頭がん検診…………40歳以上
前立腺がん検診…………55歳以上
結核検診…………………65歳以上
乳がん検診（視触診）…71歳以上
成人歯科健診
……………40・45・50・55・60・65・70歳

各
医
師
会

胃がん検診（予約制）35歳以上
肺がん検診……………40歳以上

保
健
セ
ン
タ
ー

結核検診（予約制）…65歳以上

乳
が
ん
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
検
診

（
受
診
券
あ
り
・
34
～
70
歳
の
偶
数
年
齢
）

●品川区医師会（北品川3）
日�水　13:00 〜14:00

●荏原医師会（中延2）
日�火・水・金　13:00 〜14:00

●かしわせクリニック（中延5）
日�火・木・金　13:30 〜14:00
　　　　　�金　10:30 〜12:30

●いすゞ病院（南大井6）
日�月・水　15:00 〜16:00

●武蔵野大学メディカルセンター
（港区港南2）
日�月〜金　15:00 〜16:00

●検診車（中小企業センター）
日�7月27日㈪�10:00 〜15:30
　　��28日㈫　9:00 〜15:30
　�8月14日㈮�10:00 〜15:30
　　��15日㈯　9:00 〜15:30

5月から申込方法が変わりました。希望の方は、
健康課へはがきかFAXで申し込んでください。
希望者が多い場合は、翌々月以降の予約になる
ことがあります。検診日と場所については、後
日郵送でお知らせします。

申�誕生月の前月に送付する乳がん検診申込書（は
がき）を健康課へ郵送か持参

○以前にお送りした受診券（はがきの付いていな
いもの）をお持ちの方は、はがきかFAXに「乳
がん検診」とし、希望の医療機関・曜日、住所、
氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号、受診券
の有効期限を健康課へ

※希望の医療機関はできるだけ多くご記入くださ
い。

○契約医療機関など、ご不明な点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。

品川区健康課　　〠140−8715�品川区役所第二庁舎7階　☎5742−6743���Fax 5742−6883
品川区医師会　　☎3474−5609　　　荏原医師会　　　☎3783−5167
品川歯科医師会　☎3492−2535　　　荏原歯科医師会　☎3783−1878

●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

医療機関の 24 ��案�の 24 ��案�
品川区テレホンサービス

☎3777—1135

※重病の方は119番
をご利用ください。

●��消防���消防�消防�
　☎3474−0119
●大井消防�
　☎3765−0119
●荏原消防�
　☎3786−0119

  ���日夜間���日夜間／午後8時〜午後11時（受付は10時30�まで）午後11時（受付は10時30�まで）11時（受付は10時30�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
� 　　　　　　　　　　　　　�和大学�院中央�4階　　　　　　　　　　　　　�和大学�院中央�4階�和大学�院中央�4階

  休日�間・夜間休日�間・夜間／午前9時〜午後10時（受付は9時30�まで）

5月24日�月24日�24日��
　 　31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�間休日�間／午前9時〜午後5時（受付は4時30�まで）

5月24日�月24日�24日��

　　　�寄医院 東大井 2 −26− 3 ☎3761−3250�寄医院� 東大井�2�−26−�3� ☎3761−3250☎3761−32503761−3250
　　　野田歯科医院野田歯科医院� 西五反田�1�−17−�6� ☎3495−6480☎3495−64803495−6480
　　　�田歯科医院 平　�� 2 −14− 2 ☎3784−3684�田歯科医院� 平　���2�−14−�2� ☎3784−3684☎3784−36843784−3684
　　　�部整�院 西品川 3 − 1 −20 ☎3490−2730�部整�院� 西品川�3�−�1�−20� ☎3490−2730☎3490−27303490−2730
　　　上���院 二　葉 2 − 8 − 9 ☎3786−7949上���院� 二　葉�2�−�8�−�9� ☎3786−7949☎3786−79493786−7949

5月31日�月31日�31日��

　　　林医院 東大井 3 −21−12 ☎3761−7780林医院� 東大井�3�−21−12� ☎3761−7780☎3761−77803761−7780
　　　正�歯科正�歯科� 西五反田�1�−25−�4� ☎3495−0811☎3495−08113495−0811
　　　�田歯科クリニック 平　�� 2 −18−12 ☎3785−6471�田歯科クリニック� 平　���2�−18−12� ☎3785−6471☎3785−64713785−6471
　　　根���院根���院� 東五反田�5�−26−�6� ☎3441−8787☎3441−87873441−8787
　　　しおざわ��院 西中延 2 −18−20 ☎5702−8158しおざわ��院� 西中延�2�−18−20� ☎5702−8158☎5702−81585702−8158

  �曜日夜間�曜日夜間／午後5時〜午後10時（受付は9時30�まで）午後10時（受付は9時30�まで）10時（受付は9時30�まで）

5月23日�月23日� 　　　品川区こども夜間救急室� 旗の台�1�−�5�−�8� ☎3784−8181
� 　　　　　　　　　　　　　�和大学�院中央�4階　　　　　　　　　　　　　�和大学�院中央�4階�和大学�院中央�4階

5月30日�月30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

� 小
� 小

薬
薬

小

� 小
歯

歯

骨
骨

� 小
歯

歯

骨
骨

小

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！

小�＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝�� 薬＝薬局

母乳で育てたい、飲ませ方がわからな
いなどの母乳に関する相談を行います。
日6月12日㈮午前9時〜10時30分
内助産師による母乳の話・相談、グルー
プワーク
人おおむね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。
場申電話で荏原保健センター☎3788
−7016へ

4・5歳児の希望者にフッ素塗布、ブラッ
シング指導、一般の方を対象に歯科相
談を行います。　
日6月6日㈯午後1時〜4時
場参当日、荏原歯科医師会館（中延1
−4−15）へ
問健康課保健衛生係☎5742−6743

●精神保健相談（こころの病気など）
品川保健センター／2日㈫
大井保健センター／1日㈪
荏原保健センター／5日㈮・19日㈮
●うつ病あんしん相談
品川保健センター／26日㈮
荏原保健センター／5日㈮

●高齢期のこころの相談
品川保健センター／23日㈫
大井保健センター／19日㈮
荏原保健センター／15日㈪・24日㈬
●児童思春期のこころの相談
品川保健センター／3日㈬
大井保健センター／25日㈭
荏原保健センター／22日㈪
問各会場

　お口の健康フェスティバル母乳相談

ろば康ひ健
6月のこころの健康専門医相談

� 小
薬
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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://）

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頭に限ります。
助成（抽選）／
去勢（オス）1頭4,000円＝6頭
不妊（メス）1頭8,000円＝20頭
助成方法／区内の動物�院で手術実施
後に、口座振り込み
※手術完了報告書を提出。
申6月1日㈪〜11日㈭に、生活衛生課で
配布する申請用紙を同課庶務係（〠140
−8715品川区役所本庁舎7階☎5742−
9132）へ郵送か持参
※外飼いしている猫や、現在野良猫で
もその猫を飼う予定がある場合は、飼
い猫。

パソコンの相談
身体障害・知的障害をお持ちの方を対
象に、パソコン操作方法のアドバイス
や使い方などの相談を受けます。
日7月2日㈭①午前10時〜正午
②午後1時30分〜3時30分
人区内在住で65歳未満の身体障害者手
帳か愛の手帳をお持ちの方各4人
（先着）
場申6月25日㈭までに、電話かFAXに
「パソコン相談」とし、番号、住所、氏名、
年齢、電話番号、障害の程度、相談内容
を心身障害者福祉会館（旗の台5−2−2
☎5750−4996�Fax3782−3830）へ
※手話通訳、要約筆記が必要な方はご
連絡ください。

八潮地区バウンドテニス教室
日6月7日〜28日の日曜日午後1時〜3時
￥1回100円
運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で明晴学
園（八潮5−2−1）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

フラダンス講習会
音楽に合わせて楽しみながら身体を動か
し、心身をリラックスしてみませんか。
日6月13日㈯・20日㈯
午前10時〜11時30分（全2回）
講師／芥川美佳
（ハワイアンフラスタジオ主宰）
人40人（抽選）
￥860円（保険料込）
場申5月31日㈰までに、往復はがきで
講習会名、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を戸越体育館へ

9人制
ねんりんバレーボール大会
日6月28日㈰午前9時から
場総合体育館
試合方法／ブロック別トーナメント戦
（敗者戦あり）
人男子の部＝45歳以上
女子の部＝50歳以上
￥1チーム5,000円
申6月17日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ
※主将会議を、6月24日㈬午後7時から
総合体育館で行います。

シュノーケリング講習会
初心者から経験者まで技術に応じて楽
しく指導します。
日6月20日㈯
①午前9時〜11時30分
②10時30分〜午後1時
場日野学園温水プール
（東五反田2−11−1）
人小学4年生以上の方各20人（抽選）
￥各530円、小・中学生各280円
※用具は持参。お持ちでない方へは無
料で貸し出し。
申6月2日㈫までに、往復はがきかFAX
で講習会名、時間、住所、氏名、年齢、
電話番号、足のサイズ、経験の有無を
スポーツ協会へ

家庭教育講演会
共に育つ親子関係
日6月17日㈬午前10時〜正午
講師／西川つかさ（脚本家）
人430人（先着）
託児／2歳〜就学前のお子さん20人（先着）
※おやつ代100円。
※託児希望の方は、6月10日㈬までに
電話で庶務課へ。
場参当日、荏原文化センター（中延1−
9−15）へ
問庶務課庶務係
（☎5742−6824☎5742−68245742−6824�Fax5742−6890）
※手話通訳希望の方は、6月10日㈬ま
でに電話かFAXで庶務課へ。

品川歴史館文化講演会
古代大井駅を探る
古代東海道と大井駅はどこにあったの
でしょう。研究の最先端からそのなぞ
にせまります。
日6月13日㈯午後1時30分〜4時
講師／森田悌（群馬大学名誉教授）ほか
人90人（抽選）
場申6月2日㈫（必着）までに、往復は
がき（1人1枚）で講演会名、住所、氏名、
年齢、電話番号を品川歴史館（〠140−
0014大井6−11−1☎3777−4060）へ☎3777−4060）へ3777−4060）へ

保育サポーター養成講座
地域で子育てを支援する保育サポー
ターを養成します。
日6月18日〜10月1日の木曜日
午前9時30分〜正午（全10回）
場荏原第五区民集会所
（二葉1−3−37）��
※6月18日は中小企業センター（西品川
1−28−3）で右段の「公開講座」を受講。
講師／佐々木正美（児童精神科医）
佐藤佳代子（宝仙学園短期大学保育学
科講師）ほか
人高校生以上の方30人（先着）
￥5,000円
申6月15日㈪までに、往復はがきかFAX、
Eメールで講座名、住所、氏名、電話・
FAX番号、参加の動機をふれあいの家−
おばちゃんち（〠140−0001北品川2−28
−19�Fax3471−8610 fureai@obachan
chi.org）へ
問保育課☎5742−6724☎5742−67245742−6724

環境学習講座
身近な自然を知る二つの講座
①人と自然がふれあえる街づくり
自然環境に配慮しつつ、人と自然がふ
れあえる街づくりについて学びます。
日6月14日㈰午後2時〜4時　
場環境情報活動センター（第二庁舎3階）
講師／草刈秀紀
（野生生物保護学会理事）
人30人（先着）
②身近な自然観察～鳥・花・虫を楽しむ
都会の鳥、雑草、昆虫などの生活を通
して、都市の環境について学びます。
日6月16日㈫午後2時〜4時
場品川シアター（防災センター2階）
講師／唐沢孝一（自然観察大学副学長）
人40人（先着）
───────共　　通───────　　通───────通───────
持ち物／筆記用具
申6月8日㈪までに、往復はがきかFAX
で講座名、番号、参加者全員の住所・
氏名・年齢・電話番号・FAX番号を環
境情報活動センター（〠140−8715品
川区役所☎・☎・・Fax5742−6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

朗読講習会
視覚障害者にとって、わかりやすく聴
きやすい朗読の基礎を学びます。
日6月26日〜9月4日の金曜日　
午前10時〜正午（全10回）
人区内在住か在勤の18歳以上で、ボラ
ンティア活動をしたい方20人（抽選）
場申6月12日㈮（必着）までに、往復
はがきで講習会名、住所、氏名、年齢、
電話番号を心身障害者福祉会館（〠
142−0064旗 の台5−2−2☎5750−☎5750−5750−
4996）へ

公開講座
子育て支援でわかちあう“喜び”
日6月18日㈭午前10時〜正午
場中小企業センター（西品川1−28−3）
講師／佐々木正美（児童精神科医）
人高校生以上の方60人（先着）
※託児あり（1,000円）。
￥500円
申6月15日㈪までに、FAXかEメールで
講座名、住所、氏名、電話番号、参加の
動機、託児希望の有無をふれあいの家−
おばちゃんち（Fax3471−8610 fureai@�
obachanchi.org）へ
問保育課☎5742−6724☎5742−67245742−6724

●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として
　区�在�・在�・在�の�区�在�・在�・在�の�

平成 21 年
（2009）
5/21情報館 キッズクラブ、シニアクラブは4ページ、健康ひろばは5ページです

  ご協力ください
■拠点回収

（食品トレイ、古着、廃食用油）
6月13日㈯・27日㈯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）
大井第三地域センター（西大井4−1−8）
ほか26カ所に設置しています。

  フリーマーケット
■出店者募集
●6月6日㈯午前10時〜午後2時30分
※雨天は7日㈰。
募集数／50店
出店料／500円
場申当日、浜川公園（南大井4−8）へ
問守本☎3763−7613
●6月7日㈰午後2時〜6時
場戸越銀座銀六商店街
募集数／60店
出店料／無料
申往復はがきで、ギャラリーカメイ（〠
142−0042豊町1−4−16☎3783−0808）
へ

■お越しください
●6月11日㈭午前10時〜午後1時
※雨天中止。
場参当日、峰原公園（大崎3−17）へ
問菊田☎3490−8407

問 

品
川
区
清
掃
事
務
所
（
大
崎
１　

14　
１
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３
４
９
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７
０
９
８
）

−
−

−

  リサイクル情報紙「くるくる」
「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、電話かFAXでお申し
込みください。

  リサイクルショップ「リボン」
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。
※出品時、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。希
望の方は来店してください。
定休日／両店とも水曜日
※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
☎5498－7803
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
☎5742－6933
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）。

問 

環
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）

−
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旗の台店
「婦人・紳士フォーマル用品」

出品募集
日5月23日㈯〜6月5日㈮
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。

講座・講演

スポーツ

お知らせ
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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

障害者カルチャー教室
生け花教室
初めての方でも簡単にできます。参加
してみませんか。
日6月13日㈯・22日㈪
午後1時30分〜3時30分（全2回）
人区内在住で65歳未満の身体障害者手
帳か愛の手帳を持っている方10人
（初めての方優先）
場申6月5日㈮までに、電話かFAXで教
室名、住所、氏名、年齢、電話番号、障
害の程度を心身障害者福祉会館（旗の
台5−2−2☎5750−4996☎5750−49965750−4996�Fax3782−
3830）へ

障害者のためのパソコン教室
うちわ作り

人区内在住で65歳未満の身体障害者手
帳か愛の手帳をお持ちの方各4人（先着）
※パソコンの持ち込み、テーマ以外の
ことはできません。
場申電話かFAXで教室名、番号、住所、
氏名、年齢、電話番号、障害の程度、パ
ソコン経験の有無を心身障害者福祉会館
（旗の台5−2−2☎5750−4996�Fax3782
−3830）へ

障害者カルチャー教室
書道教室
初めての方でも簡単にできます。参加
してみませんか。
日7月11日㈯・27日㈪
午後1時30分〜3時30分（全2回）
人区内在住で65歳未満の身体障害者手
帳か愛の手帳をお持ちの方10人
（初めての方優先）
場申7月3日㈮までに、電話かFAXで教
室名、住所、氏名、年齢、電話番号、障
害の程度を心身障害者福祉会館（旗の
台5−2−2☎5750−4996�Fax3782−
3830）へ

メイプルセンターの講座
①らくらくエアロ
日5月30日〜6月27日の土曜日
午前10時〜11時30分（全5回）
※全11回のうち7回目からの途中入会。
人20人（先着）　￥6,850円
②謡～宝生流
日5月25日〜6月29日の月曜日
午前10時15分〜11時45分（全5回）
※全9回のうち5回目からの途中入会。
人18人（先着）
￥8,500円（テキスト代別）
③ヨガ
日5月28日〜6月25日の木曜日（全5回）
（1）午後1時〜3時
（2）3時15分〜5時15分
※全11回のうち7回目からの途中入会。

人各25人（先着）　￥各6,650円
④舞踊教室
日5月29日〜6月26日の金曜日（全5回）
（1）午後1時30分〜3時15分
（2）3時30分〜5時15分
※全11回のうち7回目からの途中入会。
人各15人（先着）　￥各6,500円
⑤パステル画
日6月2日〜23日の火曜日
午後6時30分〜8時30分（全4回）
※全11回のうち8回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥6,200円（モチーフ代込）
⑥やさしい透明水彩画
日6月4日㈭・18日㈭
午前10時〜正午（全2回）
※全6回のうち5回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥3,500円（モチーフ代込）
───────共　　通───────　　通───────通───────
場申電話でメイプルセンター（西大井駅
前☎3774−5050）へ☎3774−5050）へ3774−5050）へ

“地域で子育て”
品川の子育てを語ろう！
ふらっとシンポジウム
子育て真っ最中だからこそ感じた疑問
や体験を話し合いませんか。

日6月7日㈰午後3時〜4時30分
人0〜6歳児の保護者80人（先着）
託児／10人（先着）
※1人につき1,000円。託児は
※託児は oubo2009@s-messe.com
で同実行委員会へ。Eメールができない
方はお問い合わせください。
共催／品川子育てメッセ実行委員会
ふれあいの家−おばちゃんち
〔区との協働事業〕
場参当日、中小企業センター（西品川1
−28−3）へ
問地域活動課協働推進担当
☎5742−66055742−6605

シルバーセンター民舞民謡大会
シルバーセンター利用者の民舞民謡の
成果発表会です。三味線デュオ“あんみ
通”の特別出演もあります。
日6月5日㈮午前9時30分〜午後4時
場・観覧方法／
当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問高齢者いきがい課シルバーセンター係
☎5742−69465742−6946

定額給付金はお手元に届くまでに時間がかかります
　定額給付金の申請書類を送っていただいた方へは、書類を審査後、
決定通知書を送ります。一斉に大量の処理を行うため決定通知書の
送付に時間がかかっています。決定通知書が届いてから、2週間程度
で世帯主の方の口座へ振り込みます。ご了承ください。
　まだ申請書類を送っていない方は、できるだけ早めにお送りくだ
さい。また、少しでも早く給付できるよう「郵送申請による口座振り
込みの給付」にご協力ください。

問地域活動課定額給付金担当☎5742－6543

　施設案�

●オートキャンプ場　約3,500m2

　ＡＣ電源付き14サイト
　普通車（区民）／1泊　　　　　�4,000円
　　　　　　　　　デイキャンプ　2,000円
　貸し出し用品（有料）／ テント、タープ、コンロ、

ランタン、釣りざおなど
　そのほか／炊事場、水洗トイレ

●テニスコート
　全天候型コート、4面
　1時間／820円
　1面1日／5,740円
　※テニス用具貸し出し。

●クラブハウス（管理棟）
　延べ床／約600㎡
　　　　　�多目的ホール、展示普及室、売店、調

理室、シャワー室、事務室、駐車場50
台

　※バドミントン、卓球用具貸し出し。

●区民農園
　貸し農園（年間利用）／15㎡　96区画
　　　　　　　　　　　��30㎡　57区画
　※農機具の貸し出し、貸し農園指導あり。
　※�農園の利用については、地域活動課市町村交
流担当にお問い合わせください。

　丹沢大山国定公園にある丹沢湖、その三保ダムを
間近に見る河内川河畔に交流活動拠点「ひだまりの
里」があります｡
　品川から西へ80km、車でおよそ1時間30分の距
離に、「谷深く沢青き山」丹沢が連なります。自然
と親しみ、気軽にアウトドアライフを家族や友達と
お楽しみください。

　利用申込

ひだまりの里運営協会　神奈川県足柄上郡山北町神縄438
☎0465−77−2777　Fax0465−77−2088　※4カ月前から予約受け付け。

●水と緑のふれあい交流

山北町との交流拠点施設
「ひだまりの里」を
ご利用ください

問地域活動課市町村交流担当☎5742−6856

催　し ★

★

7月11日㈯ ①午前10時〜正午
②午後1時30分〜3時30分

7月16日㈭ ③午前10時〜正午�
④午後1時30分〜3時30分

7月25日㈯ ⑤午前10時〜正午

夏に発生する蚊の多くはヒトスジシマカ（通称「ヤブカ」）です。
ごくわずかな水たまりにも産卵し、生みつけられた卵は約10日
から2週間で成虫になります。蚊が産卵する水たまりをなくすこ
とで、殺虫剤を使用することなく駆除することができます。

●放置されている空き缶やびん、古タイヤなどを片づける。
●�雨どいや雨水ますは土砂や枯れ葉などを取り除き、水がたまらないようにする。
●�植木鉢や受け皿は裏返しにして、雨水などがたまらないようにする。
●蚊のかくれ場所となるので、生い茂った雑草は刈り取る。
●�水盤などの水は、蚊が成虫になる10日間を超えないよう、まめ
に取り替える。
●�網戸を上手に利用し、蚊が住宅へ侵入するのを防ぐ。

蚊の行動範囲は広くありません。蚊が発生したら、周辺に水たま
りがないか、町内や隣同士で点検しましょう。　
問生活衛生課環境衛生担当☎5742−9138

水たまりをなくしましょう
殺虫剤に頼らなくても蚊はいなくなります

区では今年度から
殺虫剤の配布や
散布は行いません

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）被害のため、
定額給付金、子育て応援特別手当を受給できない方へ

DV被害のため、定額給付金、子育て応援特別手当を受給できない方
は、ご相談ください。

問子育て支援課児童手当係☎5742－6721



古紙配合率70％再生紙を使用しています

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。

● サポしながわ
● 健康センター・総合体育館の教室
● 集中豪雨に備えて
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　区では、男女共同参画社会の実現をめざし、昭和56年から現在までの間、3次にわたる行動計
画を策定し、推進してきました。
　今回、4月にスタートした品川区長期基本計画の「平和で人権が尊重される社会をつくる」とい
う基本�針のもと、基本的人権の尊重に基づく男女共同参画社会を実現するため、「男女共同参
画のための品川区行動計画（第4次）素案」をまとめました。今号ではその概要をお知らせします。
より実効性の高い計画を策定するため、皆さんのご意見をお寄せください。

「男女共同参画のための
品川区行動計画（第4次）素案」に
ご意見をお寄せください

計画期�　21〜30年度（10年間）

基本目標

次の三つの基本目標にそって、計画を進めて
いきます

　　 人権が尊重されるまち  
　　 しながわの実現
生活のあらゆる場面で、これまでの慣行を見直し、一
人ひとりの人権が尊重され、多様な生き方ができる
社会をめざした意識啓発や情報提供などを行います。

　　 あらゆる分野における
　　 男女共同参画の推進
政治、経済、社会、文化など、あらゆる分野におい
て男女がともに参加し、政策や方針の決定過程に
女性が今まで以上に参画できるようなしくみづくり
を進めるとともに、人材の育成と発掘などを積極的
に行います。

　　 仕事と生活の調和
　　 （ワーク・ライフ・バランス）の実現
男女がともに、仕事と家庭、地域、余暇や自己啓発
など様々な分野においてバランスよく活動できるこ
とが重要です。とくに男性が従来の職場中心のライ
フスタイルから、職場、家庭、地域社会への参加な
どのバランスがとれたライフスタイルへの転換が図
れるように、事業者とも協働して計画を推進してい
きます。

1.

2.

3.

重点的に取り組む施策

配偶者からの暴力やセクシュアル・ハラ
スメント防止対策の充実、ワーク・ライ
フ・バランスの推進に取り組みます

　●配偶者からの暴力の防止と
　  被害者支援をめざす取り組み

ドメスティック・バイオレンスの防止に向けた
取り組みの中心として、「配偶者暴力対策基本
計画」を策定します。計画に基づき、配偶者
暴力相談支援センター機能を整備し、意識啓
発や被害者支援を進めるほか、様々な関係機
関とも連携し、総合的な支援を進めていきます。

　●仕事と生活の調和した
　  社会をめざす取り組み

住民や企業、区が協力してワーク・ライフ・
バランスを推進することによって、多様性が
尊重され、活力のある社会の実現をめざしま
す。また、一人ひとりがその能力や適性、生
活の状態に応じて多様な選択を行い、様々な
活動を行えるよう、これまでの施策を見直し
ながら、区民参加の新しいあり方について模
索していきます。

課題解決の方向と取り組み

課題を解決するために、次の取り組みを
行います
　課題Ⅰ　
人権が尊重されるまち　しながわの実現
　1.　�人権尊重の視点にたった男女平等意識

の教育と啓発
　2.　人権擁護と暴力根絶への取り組み
　3.　生涯を通じた健康づくりの支援

　課題Ⅱ　
あらゆる分野における男女共同参画の推進
　1.　�政策・方針などの意思決定における男

女共同参画
　2.　地域活動における男女共同参画
　3.　女性のチャレンジ支援

　課題Ⅲ　
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の実現
　1.　�仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）に対する意識の啓発
　2.　�働く場におけるワーク・ライフ・バラン

スの推進
　3.　�家庭生活におけるワーク・ライフ・バ

ランスの推進
　4.　�地域におけるワーク・ライフ・バラン

スの推進

基本視点

6月9日㈫までに、意見、住所、氏名を人権啓発課男女共同参画担当（男女
共同参画センター）へ郵送かFAX、Ｅメール、持参

●�「男女共同参画のための品川区行動計画（第4次）素案」の全文は区ホームページ、
男女共同参画センター、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、�中小企業センター（西品
川1−28−3）、�地域センター、�文化センター、図書館、児童センター、保育園でご覧
になれます。

応募方法

人権啓発課男女共同参画担当
〠140−0011東大井5−18−1（男女共同参画センター）☎5479−4104  Fax5479−4111 danjo@city.shinagawa.tokyo.jp

問い
合わせ

「男女共同参画のための品川
区行動計画（第4次）素案」
に、自由にご意見をお寄せ
ください。

基本理念

男女共同参画社会をめざして、次の理念を定めます

区民一人ひとりが互いに人権を尊重しつつ責任を分
かち合い、能力と個性を発揮できる男女共同参画社
会の実現

1.  行動 区民一人ひとりが、家庭、地域、職場、学校などあらゆる場面において男女共同参画の理
念に基づき、意識や慣行を見直し、男女共同参画社会の実現に向けて行動します。

2.  協働 区と区民、企業、NPO、ボランティア団体などがそれぞれ主体となってすすめていきます。

3.  推進 進捗
ちょく

状況を調査し、その結果を評価しながら計画を推進します。


