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○このイベントで
使用する電力量
1,000kWhは、自
然エネルギーで賄
われます

参加者を
募集します

●セミナー
「太陽光発電
システムとは」
日7月25日㈯
午前11時～正午
人30人（先着）

●セミナー「太陽エネ
ルギーの機器を設置
するときのメリット」
日7月26日㈰
午前11時～正午
人30人（先着）

●夏休みソーラー工作教室（ソーラー F1）
日①7月27日㈪ ②28日㈫ ③29日㈬午前11時～正午
持ち物／ニッパ（工具）
人10歳以上の方各30人（先着）
※小学生は保護者同伴。
￥各1,000円（材料費） 

会場／環境情報活動センター（第二庁舎3階）　申込方法／7月21日㈫までに、電話で環境課へ

地球の未来
をみんなで
考えよう

太陽
エネルギー
見本市

地球温暖化対策として今注目され
ている太陽エネルギーについて、
会場で実際に「見て」「聞いて」「触
れて」みよう！
問い合わせ／環境課☎5742－6949

北極に住むホッキョクグマの
「そら」と「べあ」がやってくる

電気自動車（ソフトQカー）試乗

©Shinzi Katoh/®RFG

7月25日㈯午前10時～午後4時
26日㈰午前10時～午後3時
●7月25日㈯～29日㈬午前10時～午後4時は
第二庁舎3階ロビー、環境情報活動センターで
セミナーや教室、ブース展示などを行います

※7月25日㈯～29日㈬
に行われるセミナーや
教室には下記により申
し込みが必要です。

7月27日㈪～29日㈬
ブース展示
第二庁舎3階ロビー
環境情報活動センター
午前10時～午後4時
（29日は3時まで）

第二庁舎

会場案内図

太陽エネルギーは、電気や熱を生み出す際に地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスが発
生しない、環境に優しいエネルギーです。

模擬店

ソーラーパネル
などの展示

車両型展示ブースに
よる太陽光発電シス
テムの紹介

トイレ
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今年も暑い夏がやってきました。いよい
よ区民まつりの季節です。模擬店で舌
鼓をうち、宵には、盆おどりで汗をなが
して、家族みんなで、地域のおまつりを
楽しんでみませんか。

主催／各地区品川区民まつり実行委員会
問い合わせ／各地域センター
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品
川
・
大
崎
地
区

品川第一
☎3450－2000

7月19日㈰
午前11時～午後8時30分 台場小学校 盆踊り、模擬店、ミニSL

子どもコーナーほか

品川第二
☎3472－2000

7月24日㈮～26日㈰
午後6時～9時30分

天妙国寺境内
（南品川2－8－23）

盆踊り、模擬店
歩きたばこ禁止キャンペーン

7月25日㈯午後3時～5時 城南小学校 どじょうつかみ大会ほか

大崎第一
☎3491－2000

7月25日㈯午後5時～8時45分
7月26日㈰午後5時～8時30分 第四日野小学校 盆踊り、模擬店

ゲームコーナーほか
8月1日㈯午後3時～8時 第一日野小学校 ステージ、盆踊り、模擬店ほか
8月30日㈰午後2時～6時 第三日野小学校 ゲームコーナー、模擬店ほか

大崎第二
☎3492－2000 7月19日㈰午前11時～午後3時 三木小学校 子どもコーナー、模擬店、フア

フア、フリーマーケットほか

大
井
・
八
潮
地
区

大井第一
☎3761－2000

7月12日㈰午前10時～午後3時 南大井文化センター 子どもカーニバル
（ゲーム、模擬店）

7月18日㈯
午後5時30分～9時30分
※雨天の場合は19日㈰

桜新道 盆踊り、模擬店ほか

大井第二
☎3772－2000
大井第三
☎3773－2000

8月1日㈯午前11時～午後3時 伊藤学園 模擬店、遊びコーナー
ミニSLほか

八潮
☎3799－2000

7月18日㈯午後5時～9時
7月19日㈰午後1時～8時30分

 

八潮多目的広場 盆踊り、模擬店
子どもコーナー

荏
原
地
区

荏原第一
☎3786－2000 7月18日㈯午後1時～8時 小山小学校 盆踊り、模擬店ほか

荏原第二
☎3782－2000

7月25日㈯午後3時～8時30分
7月26日㈰午後3時～8時 清水台小学校 盆踊り、模擬店

子どもゲームコーナー
荏原第三
☎3783－2000 7月25日㈯午後3時～8時 荏原平塚中学校 盆踊り、模擬店

ステージ発表、子どもコーナー
荏原第四
☎3784－2000

7月25日㈯午後1時～8時30分
※雨天の場合は26日㈰ 上神明小学校 盆踊り、模擬店、組太鼓

子どもコーナー

荏原第五
☎3785－2000

7月25日㈯午後2時～9時
7月26日㈰午後5時～8時30分 大間窪小学校

子どもまつり、模擬店
花火教室、児童太鼓
盆踊りほか

身近な地域で国際交流！南米コロンビアの伝統音楽バジェナトを楽しもう
日7月18日㈯①午後4時15分から②午後5時15分から

2℃
下げよう
！

真夏の気温を 打ち水大作戦
しながわ2009

●皆さん一緒に
　打ち水しませんか
7月23日㈭～8月23日㈰
今年も全国各地で実施します。古く
からの知恵である「打ち水」を家の周
りで行い、涼しい風を吹かせましょう。
打ち水には風呂の残り湯や雨水などの
再利用水を使いましょう。
●一斉打ち水イベント
7月25日㈯午後3時30分
みんなで一斉に「打ち水」をしてしな
がわの気温を2℃下げよう。
※詳しくは区ホームページか、地域セ
ンターなどで配布するちらしをご覧く
ださい。

●打ち水百景　
　　写真コンクール

打ち水の風景写真をお寄せくだ
さい。最優秀1作品には区内共通

商品券10,000円、優秀5作品には同
商品券5,000円、佳作20作品に同商
品券3,000円を進呈します。
申8月31日㈪（必着）までに、住所、
氏名、年齢、電話番号、Eメールア
ドレス、撮影した場所・日時を環境
課環境推進係（〠140－8715品川区
役所第二庁舎4階☎5742－6755 
suzusisa@city.shinagawa.tokyo.
jp）へ郵送かEメール、持参

●結婚相談
具体的な結婚への悩みや不
安などについて、カウンセ
ラーによる個別相談を月に
2回行います。
日第1・3日曜日
午前10時～午後6時
場申ホームページの申込
フォームかFAX、Ｅメール
で相談内容、希望日時、住
所、氏名をしながわマリッ
ジサポート事務局へ

結婚サポート事業
しながわマリッジサポート

区内在住か在勤の独身の成人の方を対象に
結婚への理解と取り組みを支援します。

●結婚セミナー
マナーアップ、自己分析や相性分析、コミュニケーショ
ンスキルアップ、参加者の交流会などを実施します。
日9月27日㈰午後3時～8時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
人区内在住か在勤で独身の成人男女各20人程度
（抽選）
￥5,000円（パーティー費用）
申8月20日㈭までの午前10時～午後8時に、ホーム
ページの申込フォームかFAX、Ｅメールに「セミナー」
とし、住所、氏名、生年月日、性別、電話番号をしな
がわマリッジサポート事務局へ
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問同事務局（西五反田1－30－2☎3779－1521Fax5745－1812 shinagawa@onet.co.jp
HP  www.onet.jp/shinagawa/）、地域活動課庶務係☎5742－6687
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65歳以上の方（第1号被保険者）の
介護保険料が決まりました
　4月から、第四期品川区介護保険事業計画が始まり、介護保険料も改定になりま
した。第四期では、介護保険料の基準額を第三期と同額の3,900円とし、保険料
段階をこれまでの6段階から9段階に細分化し、所得などの条件に細かく対応した
保険料となるようにしました。対象者の方へ7月中旬に納入通知書を発送します。

　こんなサービスが受けられます（費用の1割を負担）

介護や支援を受けたいと思ったら、
お近くの在宅介護支援センターか
高齢者福祉課へご相談ください

介護サービスを利用するためには、区へ「要介護認定」
の申請をして認定審査を受ける必要があります。介護
が必要（日常生活に不安がある）と感じたときは、まず、
ご相談ください。

入居・入所の
施設サービス

住み慣れた地域での生活を支援
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護

在宅に近い暮らしをする
特定施設入居者生活介護

施設を利用する
介護老人福祉施設、介護老人保健施設
介護療養型医療施設

地域密着型
サービス

住み慣れた地域での生活を支援
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護
夜間対応型訪問介護

在宅
サービス

通所して利用する
通所介護（デイサービス）
通所リハビリテーション（デイケア）

訪問を受けて利用する
訪問介護、訪問リハビリテーション
訪問入浴介護、居宅療養管理指導

在宅での暮らしを支える
福祉用具貸与、特定福祉用具販売
住宅改修費支給

短期間入所する
　短期入所生活介護
　短期入所療養介護

納め方
介護保険料を納めないでいると…
特別の事情がないのに保険料を納めないでいると、未納の期間に
より介護保険の給付に制限が加わる場合があります。

○年金が年額18万円以上の方＊
特別徴収　年金受給月ごと（年6回）に年金から差し引かれる

○年金が年額18万円未満の方
普通徴収　納付書や口座振替（自動払い込み）で納付する
＊①すでに年金を受給していて65歳以上になった方②新たに年金を受給し始めた方③ほかの区市町村で年金から保険料が差し引かれていて品川区へ
転入した方は、最初は納付書で納めていただき、順次年金から差し引く特別徴収に切り替わります。

問い合わせ
高齢者福祉課介護保険料係
☎5742－6681

65歳以上の方（第１号被保険者）の保険料　保険料は所得に応じて９段階にわかれます。

あ
な

たの
介護保険料は

？

スタート
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活
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民
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さ
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じ
世
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に
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税
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さ
れ
て
い
る
人
が
い
る

老齢福祉年金を
受給している 前年の合計所得＋

課税対象年金収入
額が80万円以下

前年の合計所得＋
課税対象年金収入
額が80万円以下

前年の合計所
得金額が125
万円以下 前年の合計所

得金額が200
万円未満 前年の合計所

得金額が300
万円未満＊保険料段階が第3段階で一定の要件を満たしている

方は、保険料が減額される制度があります（特例減額）。
詳しくはお問い合わせください。

段階

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階
（基準額）

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

月額

1,560円

1,560円

2,730円

3,510円

3,900円

4,680円

4,875円

5,460円

6,045円

年額

18,720円

18,720円

32,760円

42,120円

46,800円

56,160円

58,500円

65,520円

72,540円

いいえ

はい

いいえ

いいえ
いいえ

はい

いいえ

はい

はい
はい

いいえ

はい
はい

いいえ はい

いいえ はい

いいえ

＊



●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）
7/11

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
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日8月1日㈯～2日㈰（1泊2日、往復バス）
行き先／／伊豆（静岡）
人区内在住でひとり親家庭の4歳以上のお子さんと親
50人（先着）
￥4,000円、小学生以下2,000円
申7月17日㈮までに、電話で子育て支援課児童家庭相談
係☎5742－6589へ
※説明会は、7月19日㈰午後3時からきゅりあん（大井
町駅前）。

高齢者・障害者・保育園施設などでボランティアが体験
できます。
日7月28日㈫～30日㈭午前9時30分～午後3時30分
（全3回）
※30日は4時まで。
内講義、車いす体験、施設でボランティア体験、質疑応
答、交流会ほか
人10人（抽選）
申電話で品川総合福祉センター☎3790－4839へ

ひとり親家庭のための親子でバス旅行

中高生のための夏のボランティア・スクール

申電話で図書館へ

日　時 会　場 内　容　・　講　師 定　員
（先着）

7/30
㈭

10:00～12:00 品川図書館（北品川2－32－3☎3471－4667）

虹色のひみつ
おもしろレインボースコープをつくろう

坂口美佳子（科学読み物研究会会員）

各
20人14:00～16:00

八潮区民集会所（八潮5－10－27）
申 八潮図書館☎3799－1414

8/6
㈭

10:00～12:00 大崎図書館（大崎2－4－8☎3495－0660） 30人

14:00～16:00 ゆたか図書館（豊町1－17－7☎3785－6677） 20人

8/11
㈫ 10:00～12:00 二葉図書館（二葉1－4－25☎3782－2036） 電気であそぼう～カミナリカードをつくろう

坂口美佳子 15人

8/18
㈫

10:00～12:00
荏原文化センター（中延1－9－15）
申 荏原図書館☎3784－2557

虹色のひみつ
おもしろレインボースコープをつくろう

坂口美佳子

40人

14:00～16:00 源氏前図書館（中延4－14－17☎3781－6273） 20人

8/20
㈭

10:30～12:00 滝王子児童センター（大井5－19－14）
申 大井図書館☎3777－7151
※南大井図書館（南大井3－7－13）は窓口で受
け付けます

回転させて遊ぼう
回転するおもちゃをつくろう

原景子（大井第一小学校教諭）

各
30人

13:30～15:00

コース 日　時（全24回） 会　場 対　象（抽選） 内　容 費　用

いきいきコース

8/31㈪からの月・木曜日
10:00～11:30

東品川シルバーセンター
（東品川3－32－10）

次のすべてにあてはまる方各11人
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
④7/27㈪午前（東品川シルバーセンター）、7/28㈫午前・
午後（品川第一区民集会所）、7/31㈮午後（荏原いきいき
倶楽部）に行う事業説明会のいずれかに出席できる

筋力トレーニングマシンを
使ったトレーニング、ウオー
キング、ストレッチ運動など
を通して日常生活に必要な
動作をスムーズに行える筋力
づくりやバランス維持

各
7,200円

9/1㈫からの火・金曜日
10:00～11:30

荏原いきいき倶楽部
（荏原6－2－8）

9/1㈫からの火・金曜日
14:00～15:30 品川保健センター

はつらつコース 8/31㈪からの月・木曜日
14:00～15:30 上記にあてはまり、体力に自信のある方16人 上記に加え、もう一歩進んだ

体力づくり 9,800円

いきいき筋力向上トレーニング　参加者とトレーニング協力員募集

21年度の住民税の課税所得（20年1月～12月の収入が対象）により8
月から医療費の負担割合が変わる方へ、7月下旬に新しい保険証を簡
易書留でお送りします。変更がない方へは新しい保険証はお送りしま
せん。引き続きお手持ちの保険証をご使用ください。
負担割合の判定のしかた
●1次判定（課税所得による判定）
負担割合3割＝住民税の課税所得額が145万円以上の長寿医療制度の

被保険者や、その方と同じ世帯の長寿医療制度の被保
険者

負担割合1割＝3割負担以外の方
●2次判定（収入額の合計額による判定）
1次判定で3割負担となり、20年中の収入額（必要経費などを控除す
る前の金額）の合計額が2次判定の基準にあてはまる場合は、負担割
合を1割に変更することができます。あてはまると思われる方には申
請書を送付していますので、申請してください。
<1割負担に変更できる場合>
人次のいずれかにあてはまる方
①世帯に長寿医療制度の被保険者が2人以上で、収入額の合計額が
520万円未満

②世帯に長寿医療制度の被保険者が1人で、収入額が383万円未満
③世帯に長寿医療制度の被保険者が1人で、収入額が383万円以上で
も、同じ世帯の70～74歳の方との収入額の合計が520万円未満
※21年1月2日以降品川区に転入し、あてはまると思われる方は、お
問い合わせください。

住民税非課税世帯の方へ、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を
交付します。入院の際にこの認定証を医療機関に提示すると、保険が
適用される入院の医療費が自己負担限度額までとなり、食事代が減額
されます。申請した月の1日から有効となるので、入院する月のうち
に申請してください。
申請に必要なもの／／①後期高齢者医療被保険者証　②認印
※認定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。
※21年1月2日以降に都外から転入した方は世帯員全員の非課税証明
書が必要です。
●有効期限が21年7月31日までの認定証をお持ちで、8月からも資格
がある方へ、新しい認定証を7月下旬に送付します。申請は不要です。

問国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

医療費の負担割合が変わる方へ
新しい保険証をお送りします

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
を交付します

申7月21日㈫までの月～金曜日午前10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
※代理申し込みはできません。
問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

●トレーニング協力員も募集しています
内会場の準備、トレーニングの補助など
人若干名（選考）　謝礼／1回2,000円
申電話でコナミスポーツ＆ライフへ　※事前に研修があります。

長寿医療（後期高齢者医療）制度の保険証をお持ちの方へ

科学あそび　小学生のみんな集まれ



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

（5）

不妊の検査や治療などの悩みについて、
専門医師が相談に応じます。
日7月24日㈮午後1時30分～4時
相談医／堀口貞夫（産婦人科医師）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

会　　場 日　　時

品川保健センター
①9/13㈰ 9:30 ～12:30

②9/13㈰13:30 ～16:30

荏原保健センター ③9/ 5㈯ 9:30 ～12:30

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8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

国民健康保険加入者の方へ
入院時の医療費などの窓口での支払い
が自己負担限度額までとなる「限度額
適用認定証」「限度額適用・標準負担額
減額認定証」の有効期限は7月31日㈮で
す。引き続き必要な方は、8月3日㈪以降、
更新の手続きをしてください。
手続きに必要なもの／
①現在お持ちの認定証
②国民健康保険被保険者証
③高齢受給者証（70～74歳の方）
※国民健康保険料を滞納している場合、
認定証を交付できないことがあります。
問国保医療年金課給付係
☎5742－6677

国民年金保険料（7月～22年6
月分）の免除・若年者納付猶
予の申請を受け付けています
国民年金保険料を未納のままにしてお
くと将来年金が受けられなくなる場合
もあります。保険料を納めることが困
難な場合には、本人・配偶者・世帯主
の所得の状況により、保険料の納付を
免除・猶予する制度があります。
※7月31日㈮までは、20年7月～21年6
月分を申請できます。
※申請は毎年必要ですが、継続審査を
希望した後、現在まで引き続き全額免
除・若年者納付猶予が承認されている
方は申請は不要です。
問国保医療年金課国民年金係
☎5742－6682

介護者教室
●大崎在宅サービスセンター
日7月25日㈯午後1時～3時
内講演「悪徳商法に引っかからないた
めに」
人15人程度（先着）
場申7月24日㈮までに、電話で同セン
ター（大崎2－11－9☎3779－3547）へ
●荏原在宅介護支援センター
日7月31日㈮午前10時30分～11時30分
場荏原特別養護老人ホーム
（荏原2－9－6）
内成年後見制度について
人30人（先着）
共催／
市民後見人の会〔区との協働事業〕
申7月30日㈭までに、電話で同センター
☎5750－3704へ
●八潮在宅サービスセンター
日7月25日㈯午後1時30分～3時30分
場八潮区民集会所（八潮5－10－27）
内一人暮らしでも手軽に栄養がとれる
献立
人30人（先着）
申7月24日㈮までに、電話で同センター
☎3790－0344へ
●中延在宅サービスセンター
日8月22日㈯午前10時～正午
内とっても簡単！夏バテ予防料理
持ち物／エプロン、三角きん
人15人（先着）
￥300円
場申8月15日㈯までに、電話で同セン
ター（中延6－8－8☎3787－2137）へ

在宅介護者日帰り研修
日9月5日㈯午前8時～午後5時30分
（品川区役所集合・解散、往復バス）
※雨天決行。
行き先／大洗（茨城県）
人要支援1以上の方を在宅で介護してい
る方45人（初回の方優先、1家族1人）
￥1,000円
申8月10日㈪までに、電話で南大井在
宅サービスセンター☎5753－3903へ

第100回高齢者と
介護者のための料理教室
あなたの食事、診断します。
日7月28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／エプロン、筆記用具、三角きん
人20人（先着）　￥600円
申7月21日㈫までに、電話で成幸ホー
ム☎3787－5393へ

エコクリーン事業所を
募集します
環境にやさしい事業所をエコクリーン
事業所として認定し、認定シールなど
を差し上げています。また、区ホーム
ページなどで紹介します。
対象／所在地が区内にある事業所
認定基準／環境ISOの導入、省エネ・省
資源の推進、地域の環境保全活動への
協力・支援など
※詳しくはお問い合わせください。
申請書配布場所・問環境課指導相談担
当（第二庁舎4階☎5742－6752）
※申請書は区ホームページからダウン
ロードもできます。

障害者の方に対する職業相談
日7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（☎
3588－8609 Fax3588－8610）へ

新製品・新技術の開発助成
対象／区内に1年以上主な事業所を置く
中小製造業者・グループ
助成対象／新製品の製作、機械器具・
装置の高性能化・省力化・自動化など
※22年3月までに完了する開発が対象。
※受託開発は対象外。
助成額／対象経費の3分の2
（上限250万円）
※22年3月までの経費が対象。
申請期限／9月30日㈬
問ものづくり・経営支援課ものづくり
支援係☎5498－6333

環境ビジネス支援助成
対象／区内に1年以上主な事業所を置く
中小製造業者・グループ
助成対象／
環境に配慮した新製品・新技術など
※受託開発は対象外。
助成額／対象経費の3分の2
（上限500万円）
※22年3月までの経費が対象。
申請期限／9月30日㈬
問ものづくり・経営支援課ものづくり
支援係☎5498－6333

＝内科 ＝小児科 ＝歯科 ＝接骨 ＝薬局内 小 薬歯 骨

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。

●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

お知らせ

  小児平日夜間／／午後8時～午後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）

7月12日㈰
     19日㈰
     20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）

7月12日㈰

　　　柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
　　　小野寺歯科医院 西五反田 8 － 7 － 2 ☎3493－2727
　　　桑鶴歯科医院 平　塚 3 － 3 － 7 ☎5750－4618
　　　北品川接骨院 北品川 2 － 9 －21 ☎5715－5012
　　　工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

7月19日㈰

　　　内科鈴木医院 西大井 6 － 7 － 6 ☎3772－2160
　　　藤井歯科医院 大　崎 1 － 6 － 4 ☎3779－9400
　　　みちこ歯科医院 戸　越 1 － 3 － 8 ☎3782－0504
　　　つじ接骨院 南品川 2 － 8 －13 ☎3471－0263
　　　小山接骨院 戸　越 5 －10－ 7 ☎3782－7568

7月20日㈷

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
　　　いばた歯科 大　崎 1 －11－ 2 ☎3490－0418
　　　梅宮歯科医院 平　塚 1 － 5 － 5 ☎3781－8880
　　　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

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は9時30分まで）

7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

7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
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妊娠あんしん相談

二人で子育て（両親学級）



●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）
7/11

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

（6）

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％
※災害復旧工事、耐震補強工事、アス
ベスト除去工事は年利0.7％。
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都内か近県に住所があり、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。
●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

品川介護福祉専門学校オープ
ンキャンパス～先輩たちが語
ります！わたしのお仕事＆ど
んな学校?
日7月26日㈰午前10時～正午
内体験授業、卒業生・在校生を交えた
個別相談、学校見学など
人介護福祉士をめざしている方
場申7月24日㈮までに、電話で同校（西
品川1－28－3☎5498－6364）へ

ISO認証取得助成
品質保証システム（ISO9000シリーズ）、
環境管理システム（ISO14000シリー
ズ）、情報セキュリティマネジメントシ
ステム（ISO27001 ／ ISMS）、自動車
品質システム（ISO TSI6949）の取得
を支援します。
対象／区内の中小企業
助成対象／研修受講、コンサルタント
委託、予備・本審査にかかる経費
助成額／対象経費の3分の2（上限60万円）
申請期限／9月30日㈬
問ものづくり・経営支援課ものづくり
支援係☎5498－6333

訪問介護職員募集
介護が必要な人の家へ訪問し、身の回
りの世話などをします。
日月～土曜日のうち週3日程度
午前8時30分～午後5時30分
（曜日・時間は相談）
場ヘルパーステーション東品川
（東品川3－1－5）
人ヘルパー2級などの資格をお持ちの方
若干名（選考）
時給／1,300～1,600円
申7月31日㈮までに、電話で福栄会☎
5479－2981へ

9人制クラス別
バレーボール大会
日8月16日㈰午前9時から
場総合体育館ほか
試合方法／クラス別トーナメント戦
※敗者戦あり。
種目／男子、女子、家庭婦人
￥1チーム10,000円
（登録チーム5,000円）
主催／品川区バレーボール連盟
申8月5日㈬までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ
※主将会議は、8月12日㈬午後7時から
総合体育館。

シルバー水泳教室
日10月6日～12月1日の火曜日
午前11時30分～午後1時（全8回）
場日野学園温水プール
（東五反田2－11－1）
人60歳以上の健康な方50人（抽選）
※後日、過去1年以内の健康診断結果の
写しを提出。
￥1,840円（保険料込）
申7月27日㈪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
※説明会は、8月25日㈫午前10時から
総合体育館。

成年後見人養成講座（入門編）
成年後見制度は、認知症・知的障害・
精神障害などにより判断能力が欠けて
いる方を保護・支援するための制度で
す。後見人に必要な知識を学び、ボラ
ンティアで後見業務を行う「市民後見
人」をめざしませんか。
日8月28日㈮～30日㈰
午前9時～午後4時（全3回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人20歳以上の方50人（先着）
￥2,000円（テキスト代込）
共催／市民後見人の会〔区との協働事業〕
申7月31日㈮（消印有効）までに、往
復はがきで講座名、住所、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

産業技術高等専門学校
オープンカレッジ
芭蕉と「おくのほそ道」の旅
日8月8日㈯・9日㈰・30日㈰、9月5日㈯
午前10時～正午（全4回）
人大学生以上の方45人（抽選）
￥2,100円
場申7月27日㈪（消印有効）までに、は
がきかFAX、Eメールで講座名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号
を同校（〠140－0011東大井1－10－40 
Fax3471－6338 office@s.metro-cit.
ac.jp）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

健康大学しながわ公開講座
笑って学ぼう“医療高座！？”
楽しく笑いながら生活習慣病の予防方
法を学びませんか。
日8月29日㈯午後2時～3時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／ 澤邦見（昭和大学医学部講師）
人30人（先着）
申8月14日㈮までに、電話で品川保健
センター☎3474－2225へ

しながわ地域活動チャレンジ講座
地域活動に参加したい方や関心のある
方、一緒に学びませんか。
日8月・10月～22年1月の土曜日
午後2時～5時（全5回）
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11
－11）ほか
内グループワーク、ディスカッションなど
人地域活動に興味があり、8月1日㈯午
後2時からの事前説明会に出席できる
60歳以上の方20人（抽選）
￥500円
申7月22日㈬（必着）までに、電話かは
がきに「地域」とし、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加の動機を高齢者いきがい
課（〠140－8715品川区役所☎5742－
6733）へ

障害者のための教室
通年で行っている教室です。
①手芸教室
⑴手芸・パッチワーク
日第1・3月曜日午後1時～3時
⑵編み物
日第2・4木曜日午後1時～3時
②クラフトのつどい
ちぎり絵や折り紙などを作ります。
日金曜日午後1時～3時
③健康体操教室
障害の悪化を予防するためのストレッ
チや棒体操を音楽に合わせて行います。
日火曜日午前10時～正午
――――――― 共　通 ―――――――
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
場申電話かFAXで教室名、番号、住所、
氏名、年齢、電話・FAX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  ※教材費など実費がかかります。

講座・講演

スポーツ

募集・求人

お知らせ

21年度  私立幼稚園補助金  の申請を受け付けます
区内在住（住民登録か外国人登録をしている）で、3～5歳児のお子さんを私立幼稚
園などに通園させている保護者は、補助金の申請をすることができます。申請書は
通園している幼稚園で配布します。
申7月31日㈮までに、申請書を保育課保育計画係（〠140－8715品川区役所第二庁
舎7階☎5742－6723）へ郵送か持参
●園児保護者補助金・就園奨励費補助金・・・区民税額による支給制限があります

対象 世帯に小学1～
3年生の児童

年額（単位：円）
就園児1人目 就園児2人目 就園児3人目以降

区民税非課税世帯
（区民税が0円の世帯）

いない 311,900 382,400 452,400 
いる 326,400 452,400 

区民税所得割額非課税世帯（区民税均等
割額のみ課税・所得割課税額0円の世帯）

いない 274,700 364,400 452,400 
いる 293,400 452,400 

区民税所得割課税額が
34,500円以下の世帯

いない 226,400 350,400 452,400 
いる 268,400 452,400 

区民税所得割課税額が
183,000円以下の世帯

いない 188,200 330,200 445,200 
いる 238,200 445,200 

区民税所得割課税額が
216,700円以下の世帯

いない 112,800 144,000 
いる 144,000 

※区民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除の適用前の額とします。
※補助金額は合算額です。　※実際に負担した保育料の額が上限です。
※区民税所得割額が216,701円以上の世帯の方は対象外です。

●入園料補助金・・・区民税額による支給制限はありません
今年度入園し、まだ入園料補助金を受けていない方＝100,000円
※実際に負担した入園料の額が上限です。

明るい選挙
啓発ポスター
コンクール
作品募集

夏休

みに描
いてみよう！明るい選挙

啓発ポスター
コンクール
作品募集

夏休夏

み休

にみ 描にに てみて よみ う！

区の選挙啓発で使用するポスターを募集します。投票参
加の呼びかけなど、選挙について自由に描いてください。
特選作品は都の選挙啓発ポスターコンクールに推薦しま
す。
大きさ／四つ切り（54.2㎝×38.2㎝）
八つ切り（38.2㎝×27.1㎝）
画材／自由
（絵の具に限りません）
人小学生～高校生（1人1点）
※特選・入選の方には賞状と
賞品を、応募者全員に参加賞
を差し上げます。特選作品の
著作権は主催者に帰属しま
す。
申9月11日㈮までに、作品の
裏右下に区名、学校名、学年、
氏名（ふりがな）を書いて、
選挙管理委員会事務局（第二
庁舎6階☎5742－6845）ヘ
持参

平成20年度委員長賞
吉田卓也さん

（八潮学園8年生）



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

（7）

メイプルセンターの講座
①斉藤シェフに習うおしゃれな西洋料
理～鳴門金時のクリームスープ、阿波牛
のワイン煮、野菜たっぷりボルシチほか
日9月6日㈰・13日㈰
午後1時～4時（全2回）
人24人（先着）
￥8,000円（材料費込）
②イギリス英語で英会話
日7月27日～9月14日の月曜日
午後1時30分～3時（全8回）
※全10回のうち3回目からの途中入会。
※7月13日・27日は見学可。
人簡単な英会話のできる方12人（先着）
￥16,000円
③朗読～声で描く
日7月22日㈬、8月26日㈬、9月9日㈬
午前10時～正午（全3回）
※全4回のうち2回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥4,800円（テキスト代別）
④映画とドラマも楽しめる
もっと学ぼう韓国語＜中級レベル＞
日7月21日～9月15日の火曜日
午後6時45分～8時45分（全9回）
※全11回のうち3回目からの途中入会。
※7月14日・21日は見学可。
人12人（先着）
￥18,000円（テキスト代別）
⑤生け花～池坊
日7月24日～9月18日の金曜日
午後6時30分～8時30分（全8回）
※全10回のうち3回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥18,400円
（花代込、テキスト代・教材費別）
⑥たのしい折り紙
日7月16日㈭、8月20日㈭、9月17日㈭
午前10時～正午（全3回）
人10人（先着）
￥4,800円
――――――― 共　通 ―――――――
場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）
申電話でメイプルセンター☎3774－
5050へ

水際のまちしながわの魅力再
発見～施設見学会
区民の皆さんにもっと品川区を知って
もらうために、施設見学会を行ってい
ます。屋形船による海からの品川、し
ながわ水族館を見学します。
日8月6日㈭午前10時～午後3時30分
（大井町駅集合・解散、往復バス）
人区内在住で小学生以上の方
80人（抽選）
※1グループ5人まで（小学生のみは不
可）。
￥50円（保険料、希望者のみ）
申7月20日㈷までに、往復はがきかE
メールに「施設見学」とし、代表者の
氏名、参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号、保険希望の有無を広報広聴
課（〠140－8715品川区役所☎3771－
2000 sk-kucho@city.shinagawa.
tokyo.jp）へ
※区ホームページから電子申請もでき
ます。
※荒天時は屋形船は欠航し、水の科学
館（江東区）を見学。
※昼食持参。

洒水の滝まつり
品川＆山北ふれあい交流
日本の滝百選に選ばれている、洒水の
滝の滝開きが行われます。
日7月26日㈰
午前9時45分～午後3時30分
場神奈川県山北町「洒水の滝」
交通／御殿場線「山北駅」徒歩30分
内洒水太鼓奉納、滝開き、水行、お水
取り、護摩法要、太鼓競演（品川区か
ら「八潮太鼓之会」が出演）、洒水の火
祭り　など
問山北町観光協会☎0465－75－2717

第157回日曜コンサート
日7月19日㈰午後1時30分～3時
曲目／
メンデルスゾーン「歌の翼に」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

品川区民作品展作品募集
部　門 仕　様

書 道 半切り以下（全紙不可）、条幅（仮
表装可）、巻き物、額、短冊

写 真
四つ切り以上（デジカメはA4以
上）、台紙、パネル、額付き
※組は四つ切りで3枚まで

絵 画 6～25号　額付き
手 工 芸 ＊1

縦・横・高さ各100㎝以内華 道
そのほか＊2

＊１ 押し花絵・ちぎり絵・パッチワークは、手工
芸に含みます。
＊２ そのほかは、上記以外の部門で盆景などです。
※華道・盆景などの作品は、期間中出品者が管理
してください。
日11月25日㈬～29日㈰
場きゅりあん（大井町駅前）
人16歳以上の方
※アマチュアに限る。
出品点数／全部門を通じて1人1点。
※1年以内に制作した未発表のものに限
る。
作品搬入／11月24日㈫
作品搬出／11月29日㈰・30日㈪
申10月9日㈮（必着）までに、申込用
紙を文化スポーツ振興課文化振興係へ
郵送か持参
※申込用紙は地域センター、文化セン
ターなどで配布します。区ホームペー
ジからダウンロードもできます。

詩のボクシング
東京大会出場者募集
ボクシングに見立てたリングで2人の朗
読者が、交互に自作の詩を3分以内で身
体全身を使って朗読します。
日10月4日㈰午後0時30分～6時
内ワークショップ、試合
※観覧自由。
人15歳以上の方40人（抽選）
申7月18日㈯～9月19日㈯までに、はが
きかFAXに「詩のボクシング」とし、
住所、氏名、年齢、電話・FAX番号、E
メールアドレス、職業・学校名を品川
文化振興事業団（〠140－0011東大井
5－18－1 Fax5479－4160）へ
場問きゅりあん
（大井町駅前☎5479－4112）

夏休みは
品川歴史館に行こう！！
日7月14日㈫～9月6日㈰
※月曜、7月21日㈫は休館。
内めずらしい昔
の道具・おも
ちゃ体験
※夏休み限定ス
タンプ有り。
※ワークシートに正解すると特製シー
ルをプレゼント。
入館料／100円、小・中学生50円
※品川区立小・中学生、70歳以上の方、
障害のある方は無料。
場問同館（大井6－11－1☎3777－4060）

ミニ青空市
マイバッグをご持参ください。
日7月16日㈭午前10時から
内ミニ青空市（JAS有機・特別栽培な
どの安心で安全な旬の新鮮野菜・果物
などの販売）、食に関する啓発パネル展
示、リサイクル製品（トイレットペー
パー、ティッシュペーパー）の展示販売
場問消費者センター
（大井1－14－1☎5718－7181）

品川清掃工場見学会
日7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7月23日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5353）へ

●院内ボランティア　
病院内の案内や移動図書などの手伝
いをします。
日週1回（月～金曜日）
①9:00 ～12:00 ②13:00 ～16:00
場東芝病院（東大井6）
●移動の手伝い
施設で行われるイベントの会場へ入
所者を送迎する手伝いをします。
日月1回（日曜日）　13:30 ～15:30
場福栄会（東品川3）
●入浴後の整容と昼食配ぜん
高齢者施設で利用者の入浴後の髪を
乾かしたり、昼食の配ぜんなどをし
ます。
日週1回（月・水・木・土曜日）
10:30 ～13:00で時間は相談で
場八潮陽だまり（八潮5）

●入浴後の髪乾かし
高齢者施設で女性利用者の入浴後の
髪を乾かします。
日金曜日　13:00 ～15:00
場八潮在宅サービスセンター（八潮5）
●レクリエーションボランティア
高齢者施設でレクリエーションの時
間に音楽や一芸をします。
日月2回（月・火・木・土曜日）
13:30 ～14:30
場サンケア戸越銀座（平塚1）
●生活ボランティア
知的障害者施設で利用者の飲み物を
用意したり、洗濯物たたみなどをし
ます。
日週1回
9:00 ～17:00で時間は相談で
場かもめ（八潮5）

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、区が指
定するボランティア活動1回に対して1ポイント
を付与しています（年間50ポイントが限度）。た
めたポイントは区内共通商品券と交換、または
福祉施設などへ寄付できます。ボランティアセ
ンターなどで申し込みが必要です。
ボランティア対象施設／
特別養護老人ホーム、老人保健施設、デイサー
ビスセンター、障害者施設など
※区が指定する施設・活動が対象。
※さわやかサービス、ほっとサロンでの活動も対象。
※申込用紙はボランティア対象施設でも配布。
人区内在住でおおむね60歳以上の方

○街のコンシェルジェのボランティア活動も地
域貢献ポイントの対象になります。

※詳しくはお問い合わせください。

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ
さわやかサービスは、高齢者や障害者が家事
や掃除など手助けが必要なことを、有償で手
伝うサービスです。
内掃除、食事作り、外出の付き添いなど
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7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

■使用済みの切手・テレホンカード類を品川ボランティアセンター（〠140
－0014大井1－14－1☎5718－7172）へ送ってください

ポ

催　し ★

★

ポ

定額給付金の申請は9月
16日㈬が締め切りです
●申請していない方はお早めに
8割の世帯が申請を終了していま
す。まだ申請していない方は、お
早めに申請してください。
●金融機関の口座がないなどで現
金支給を希望の方
現金支給にはあらかじめ申請が必
要です。申請順に順次受取日を指
定した給付決定通知書を送付して
います。
問地域活動課定額給付金担当
☎5742－6543



● 今、品川区では。
● 介護保険サービス運営状況
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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。

　5月22日㈮、全全110回コーココーコ ススのの「シ「シ「シ「シ「シシニニニニニニ
アのための男の手手手料理料理理理理教教室教室教 」がが」 今年今年今年今年今年年ももも
開催され、94歳の男性を含む男性14人・の男男性を性をを含む含む男性性性性男性114人人人人人
女性1人が参加しました。

簡単で栄養満点の

簡単で栄養満点の
料理を！
料理を！

㈰、区役所前のしながわ　555　5月2月2月2月24日4日4日4日㈰㈰㈰㈰
「しながわ中央中央中央中央公園園園園園で「で「で「で E

エ コ

COフェスティ
が開催されました。区民バルバルバルバルバルル2020202020090909900 」」」
せる関心は高く、「未来にの環の環の環の環環境に境に境にに境に寄せ寄せ寄せせ寄せ寄
トナーシップ」を合い言つつつなつななぐパぐパぐパぐパパーーーー
事業者、区が一体となっ葉に葉に葉に葉にに、区、区、区、区、区民、民、民、民
子どもも楽しめる様々なてて、て、て、大大人大人人も子も子

催しが行われました。

　5月26日㈫、前日、朝鮮民主主義人民共共
和国が実施した2回目の地下核実験に抗議議
して、国防委員長である金正日氏に対して、て、
濱野区長は、核実験の即時中止と恒久平和和
の実現をめざすことを強く望む抗議文を送送
付しました。
　また、5月28日㈭、品川区議会臨時会にに
おいては、同国が実施した地下核実験に対
し、「北朝鮮の核実験の中止と核兵器廃絶
を求める決議」を行い、品川区議会として
も朝鮮民主主義人民共和国へ向け決議文
を送付しました。

北朝鮮
核実験に
抗議文を送付

　6　6月8月8日㈪日㈪㈪㈪㈪㈪、劇、劇劇劇劇劇団四団四団四団四団四団四季の季の浅利浅利慶慶慶慶
太代太代表と表と濱野濱野濱野濱野濱野濱野健区健区健区健区健区健区長が長が長が長が長が共同共共同記者記者会会会会
見を見を開き開き、大、大大大大井町井町町に四に四にに四四季劇季季劇場が場が誕誕誕誕
生することを発表しました。濱野
区長は「大井町は新しいものと古
いものが共存する住みやすいまち。
人が住みやすいまちは猫にも住みやすかったらしく、キャッ
ツには4年半もの間（東五反田で）ロングランをしていただき
ました。便利で潤いのあるまち「大井町」から全国への文化
の発信を、精一杯バックアップさせていただきたい」とあい
さつしました。この劇場は、大井町駅から区役所方面に徒歩2・
3分の場所で、客席数が1,200席。全国10番目の劇団四季専用
劇場になります。

　6月5日㈮、この季節の地域行事であ
る旧東海道の荏原神社例大祭にあわせ、
街道沿いの城南幼稚園と城南小学校1・いいいいいいの城南幼南幼南幼幼南幼幼稚園稚稚園稚園稚園稚園と城と城と城と城と城南小南小南小南小南小学校学校学校学校学校学校1・1・1・1・1・
2年生のの子どもたもたもたもたもたもたちがちがちがちがちがちが、手、手、手、手、手作り作り作り作り作り作りののののの神神神神神

み こ しこ しこ しここ

輿輿輿輿輿輿
や山車、、、地域域域域地域域からからからかららら寄贈寄贈寄贈寄贈寄贈贈されされされされされさ た「た「た「た「た「た「城南城南城南城南城南城南神神神神
輿」を担担ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、恒例恒例恒例恒例恒例恒例の伝の伝の伝の伝の伝統行統行統行統行統行統行事、事、事、事、事、事、おまおまおまおまおまつつつつつ
りごっこここここが実が実が実が実が実が実施さ施さ施さ施さ施さ施されまれまれまれまれましたしたしたしたしたた。。

6月11日㈭、浜川小学校で、橋岡佐喜男
講師（観世流シテ方能楽師）の指導を受け、
「伝統文化こども能楽教室」が行われまし
た。5・6年生が能楽の鑑賞会などで学習し、
そのうち立候補、推薦のあった計11人が、
放課後ににににけいけいけいけいこをこをこを行い行い行い、こ、こ、この日の日の日はそはそは の発の発の発の発表表表表
会。フィィィィナーナナーナーレでレでレでは、は、は、は、紙で紙で紙でで作ら作ら作ら作られたれたれたれた「「「「蜘蜘蜘蜘蜘

くくく

蛛蛛蛛蛛
ももも

の糸」ががががが華や華や華やかにかににに散り散り散り散り、鑑、鑑、鑑鑑賞し賞し賞し賞し賞していていていていていた児た児た児た児児た児童童童童童
から一斉斉斉に歓歓に歓声が声ががが声が上が上が上が上が上がりまりまりまりましたしたしたしたした。。。。

伝統文化こども

旧東海道で恒例の
おまつりごっこおまつりごっこ

6月12日㈮、大雨・台風シーズンを前に、実施日を伏せ、抜
き打ちの、風水害初動活動態勢訓練を実施しました。今回は
区民役の職員が被害を通報し、連絡を受けた職員が、被害状
況に応じて何をすべきか自ら考えて対応するという本番さな
がらの訓練でした。平成3年からこの時期に訓練を実施してい

結果は、今後のますますますますますが、が、が、が、が、が 品川品川品川品 区で区では初は初めてめめての方の方法で法です。す。この結
災害災害災害災害災害災害対策対策対策対策対対策などなどなどなどに役に役立て立てていていきまきます。す。

風水害初動活動態勢風水害初動活動態勢
抜き打ち訓練を実施抜き打ち訓練を実施

能
楽
教
室

2010年春2010年春四季劇場【夏】四季劇場【夏】が、が、
大井町に誕生！

5ややすかすかったったらしらしくく、キャキャッッ

地
域
一
丸
！

地
域
一
丸
！
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