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リサイクル度チェック
□ごみや資源はきちんと分けて
　出している
□学校や地域などの資源回収に
　参加している
□リサイクル製品を
　なるべく使っている

リユース度チェック
□フリーマーケットやリサイクルショップ
　に行ったことがある
□ごみにする前に、もう一度使えないか
　考えてみる
□シャンプー・洗剤などは、詰め替えの
　できる商品を使っている

使わなくなったものをそのまま生かして
繰り返し使いましょう
衣類や日用品は…リサイクルショップ「リボン」
旗の台店　（旗の台5－13－9☎5498－7803）へ
家具やギフトは…リサイクルショップ「リボン」
大井町店　（区役所第三庁舎☎5742－
6933）へ

資源として、新しいものに生まれ変わらせて、
使えるようにしましょう
〔資源ステーション回収〕新聞、雑誌、段ボール、紙パッ
ク、紙箱、飲食用びん・缶、ペットボトル、乾電池、
汚れていないプラスチック製包装容器、蛍光灯
〔拠点回収〕
食品トレイ、古着、廃食用油

繰り返し使う

再生利用する

リデュース度チェック
□食材は必要な分だけ購入し、
　余らせて捨てないようにしている
□ものを大切にしてできるだけ長く使う
□買い物でレジ袋をもらわないようにしている

毎日の生活の中でごみになるものを
減らしましょう
ごみを減らすには、繰り返し使う【リユース】、再生利
用する【リサイクル】の前に、まずごみを出さない

【リデュース】が大切です。

ごみを出さな
い

問い合わせ／
品川区清掃事務所リサイクル推進係
☎3490－7098

10月は「3Ｒ（スリーアール）
推進月間」です

私たちの生活はたくさんのものに囲まれて大変便利で豊かになりました。
大量にものが生産され、消費され、捨てられます。その結果大量の
ごみがあふれ出て、環境を悪化させました。

　もう一度「もったいない」という精神を再認識し、ものを大切
に使い、ごみを出さない【Reduceリデュース】、繰り返し使う
【Reuseリユース】、資源として再生利用する【Recycleリサ
イクル】という三つのＲを積極的に実践しましょう。身近
なところから3Ｒを推進し、資源循環型のライフスタイル
へ転換を進め、「資源循環型都市しながわ」の実現をめざ
していきましょう。
　今号では、日常生活の中で、私たちが実践できる3Ｒ
をご紹介します。

Ｒちゃん
品川区在住。両親と弟の4人家族。Ｓ大学環境学部の
4年生。学校で勉強した「地球に優しいエコライフ」
を実践中です。

無駄な買い物をしないように必要なものを
メモしておこう！マイバッグも忘れずに！

みんなも
チェックして
みよう

三

リサイクルショップ

フリーマーケット

拠
点
回
収
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区内各駅の周辺や商店街な
ど、様々な場所で放置自転車
やバイクがあふれて道路をふ

さぎ、通行の妨げになっています。放置された自転車やバイクは、高齢者や身体
の不自由な方、幼児などにとって危険な障害物であるばかりでなく、救急車や消
防車の緊急活動の妨げにもなります。

放置された自転車やバイクのない安全な道路と
景観を守るため、また健康のためにも、自転車
やバイクを利用しないで歩きましょう。歩くこ
とで、まちも見えてきます。皆さんのご協力をお願いします。

駐輪場が設けられている23
の駅周辺は、区条例により
自転車やバイクの放置を禁

止する区域に指定されています。この区域内では、駐輪場以外の場所に自転車な
どを置くと、放置されたものとみなされ、撤去の対象となります。また、放置禁
止区域外でも、交通の障害となったり、長期間放置されている場合は撤去します。

迷惑です！です！

放置自転車

問い合わせ　土木管理課自転車対策係☎5742－6786

　道路はみんなのものです。しかし、駅周辺などには、いつも放置された自転車などがあふれ
ています。
　区では、有料駐輪場の整備や放置自転車の警告・撤去などを行っていますが、区で行う対策
だけでは限界があります。道路に自転車やバイクは放置しないという一人ひとりのモラルや協
力がなければ、放置自転車問題の解決はありません。皆さんのご協力をお願いします。

撤去した自転車は、八潮北保管所、不動前保管所
で保管し、返還の際には、保管料をいただきます
■八潮北保管所
場所／八潮1－3－1
品川シーサイド駅徒歩9分
☎3790－8820

開設日時／
火～日曜日午前10時～午後7時
※祝日、12月29日～1月3日は休み。
持参する物／
⑴引き取りにくる方の氏名・住所
を確認できるもの（保険証など）
⑵自転車・バイクのかぎ
⑶保管料　自転車3,000円
　　　　　バイク5,000円

■不動前保管所
場所／西五反田3－11－14
不動前駅徒歩5分
☎5436－8885

10月22日㈭～28日㈬
放置防止への理解と協力を得るために、警察署や
関係機関、区民の方などと合同で行います。今年
も大井町・青物横丁・中延・武蔵小山の4駅でこ
れまで以上に区民の方と連携・協力したキャンペー
ンを実施します。区内での自転車利用の自粛や駅前、

商店街での自転車などの放置禁止を訴えていきます。

放置台数
の多い駅　    ワースト

20年11月の調査
1　大井町駅　　 489台
2　五反田駅　　 387台
3　武蔵小山駅　 317台

計　　　1,193台
　　　　　　 （全体の42％）
区全体台数　2,809台

道路は駐輪場ではありません 区民参加の
クリーン
キャンペーン

「地域振興基金を活用した区民活動助成制度」に、9件の
申請があり、審査の結果、次の8件の事業が決まりました。
詳しくは区ホームページをご覧ください。
問い合わせ／地域活動課協働推進担当☎5742－6605

助成事業 交付決定団体

1 健康推進事業 池田山町会

2
山中いきいき広場10周年イベント
事業

山中いきいき広場運営協
議会

3 自立支援人材育成事業
品川たすけあいワーカー
ズ・たんぽぽ

4 健康体操事業 はる・あき会

5 人とつながる子育て事業 品川こども劇場

6
体づくりコミュニティ～高齢者の
健康づくりと社会参加の促進

旧東海道品川宿周辺まち
づくり協議会

7
親支援講座「完璧な親なんていな
い（Nobody's Perfectプログラム）」

ふれあいの家－おばちゃ
んち

8 しながわ花海道プロジェクト 品川花海道プロジェクト

地域振興基金を活用した区民活動助成事業が決まりました
地域貢献活動を応援するために
寄付にご協力ください
地域課題や社会的課題解決のために活動している
区民活動団体の事業資金支援を目的に地域振興
基金を設置しました。この基金は皆さんの寄付金
で運営されます。
【主な対象事業】
●高齢者や障害者の地域生活を支援する事業
●子育て支援や子どもの健全育成を図る事業
● 社会教育・文化・スポーツの、振興にかかわる
事業　など
※詳しくはお問い合わせください。

地域振興基金への寄付を
ありがとうございました
渡辺公一、荏原会、三好菊枝、小菅正子、伊
藤真理子、髙林正敏、菊地高志、大場育子、
大場昭吾、松縄一男、金野政二、山田實、田
中義英、オオゼキ4店舗ほか　　（敬称略・順不同）

区議会のケーブルテレビ放送
決算特別委員会での総括質疑の様子が、
ケーブルテレビ品川で放送されます。

10/22㈭

14:00
〜
22:00

品川自民党区議団
品川区議会公明党
日本共産党品川区議団
民主品川
品川区議会無所属クラブ
品川区議会無所属の会
品川・生活者ネットワーク

10/25㈰
（再放送）

14:00
〜
22:00

民主品川
品川区議会無所属クラブ
品川区議会無所属の会
品川・生活者ネットワーク
品川自民党区議団
品川区議会公明党
日本共産党品川区議団

ケーブルテレビで放送された会議のビデオ
テープ（VHS）、DVDを貸し出しています。
希望の方は電話で区議会事務局☎5742－
6810へ。

駅周辺では自転車やバイクの
放置を禁止しています

健康のために
歩きましょう
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　品川区シルバー人材センターは、昭和52年に設立された公益法
人で、高齢者の生きがいづくりと社会参加を応援しています。仕
事は、民間企業や官公庁、家庭などから高齢者にふさわしい仕事
を受けています。
　シルバー人材センターへ会員登録をし、現役時代の知識や経験
をいかして働いてみませんか？また、大工仕事や家事援助などの
仕事を依頼したい方は、お気軽にお問い合わせください。

問品川区シルバー人材センター本部（☎3450－0711 Fax3471－6187）

働きたいと思ったら…　会員登録をしてください
人区内在住で、健康で働く意欲のある60歳以上の方
登録料／年2,500円

管理の仕事 学校・マンションなどの施設管理、
駐車場管理、自転車整理など

軽作業の仕事 公園清掃、除草、商品管理、袋詰
め梱包包装、ビル清掃など

事務の仕事 一般事務、受付事務、毛筆筆耕、
あて名書きなど

技能を必要とする仕事
大工仕事、板金、ブロック、塗装、
ふすま・クロス張り、植木手入れ、
洋服補修、和裁仕立てなど

専門・技術の仕事 学習教室、経理など

サービスの仕事 集配、配達、家事援助、区広報の
配布、児童送迎・見守りなど

●区立幼稚園

人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さ
ん（抽選）
2年保育（新4歳児）＝平成17年4月2日～18年4月1日
1年保育（新5歳児）＝平成16年4月2日～17年4月1日
募集要項／／
10月21日㈬から、区立幼稚園、保育課（第二庁舎7階）で配布
申11月4日㈬・5日㈭午後1時30分～3時に、申込書とお子さんの住民
票の写し（外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書）を持って入
園を希望する幼稚園へ
入園説明会／10月27日㈫午前10時～11時30分、講堂（第三庁舎6階）
問保育課入園相談係☎5742－6725

●区立認定こども園
就学前のお子さんの保育と教育を行う施設です。保育園の4・5歳児ク
ラスに短時間保育の枠を設けました。保護者の就労の有無にかかわら
ず入園できます。

人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さ
ん（抽選）
2年保育（新4歳児）＝平成17年4月2日～18年4月1日
1年保育（新5歳児）＝平成16年4月2日～17年4月1日
募集要項／10月21日㈬から、区立認定こども園、保育課で配布
申11月17日㈫・18日㈬午前9時30分～午後5時に、申込書とお子さん
の住民票の写し（外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書）を持っ
て入園を希望する認定こども園へ
問保育課入園相談係☎5742－6725

●ぷりすくーる西五反田（幼児教育部門）
就学前のお子さんの保育と教育を行う公設民営の就学前乳幼児教育施設
です。保育園部門（0～2歳児）と幼児教育部門（3～5歳児）があります。
人保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん（選考）
新3歳児（平成18年4月2日～19年4月1日）＝18人（在園児進級者を含む）
新4歳児（平成17年4月2日～18年4月1日）＝若干名
新5歳児（平成16年4月2日～17年4月1日）＝若干名
申11月16日㈪～26日㈭午前9時～午後6時に、申込書を持って地域子
育て支援センター（西五反田3－9－9）へ
※申込書は11月4日㈬から、ぷりすくーる西五反田（西五反田3－9－9）で配布。
入園説明会／／11月11日㈬午後5時～6時、ぷりすくーる西五反田
※入園面接などは、11月28日㈯に実施。
問ぷりすくーる西五反田☎5759－8081

22年度 園児募集

幼稚園名 所在地 電話番号
保育期間・募集人員
2年保育
（新4歳児）

1年保育
（新5歳児）

城南 南品川2－8－21 3471－7584

各30人

募集は行いま
せん　　＊4平塚　＊1 荏原4－5－22 3781－8913

浜川 南大井4－3－14 3761－6395 若干名
御殿山 北品川5－10－7 3443－7352 各10人程度伊藤 西大井5－22－8 3775－8028
第一日野　＊2 西五反田6－6－6 3493－7264 若干名

台場 東品川1－8－30 3472－8378 33人　＊3 募集は行いま
せん　　＊4

二葉 二葉1－3－24 3785－9560 60人　＊3 若干名八潮わかば 八潮5－6－32 3799－1542 30人
※2年保育については、受付締切日に応募人数が10人未満の場合は、クラス編制
を行わず、「クラス編制されない場合の希望幼稚園」に編入することになります。
その場合は電話でご連絡します。
※すべての幼稚園で預かり保育を実施しています。詳しくは募集要項配布時にお
渡しする書類をご覧ください。
＊1　 平塚幼稚園は建て替えのため、23年1月に同一敷地内の仮園舎に移転予定

です。
＊2　 第一日野幼稚園は、22年4月に五反田文化センター建て替え地（西五反田6

－5－6）へ移転し、6月から保育園も開設され、幼保一体施設になる予定
です。

＊3　 台場・二葉幼稚園は幼保一体施設のため、保育園3歳児クラス（定員15人）
から繰り上がるお子さんを含みます。また、二葉幼稚園の預かり保育の利
用定員についても同様です。

＊4　 城南・平塚・台場幼稚園は、前年度の2年保育（4歳児）の欠員がないため、
1年保育（5歳児）の募集は行いません。

認定こども園名 所在地 電話番号
保育期間・募集人員
2年保育
（新4歳児）

1年保育
（新5歳児）

一本橋保育園 大井2－25－1 3775－4351
各5人 各若干名五反田保育園 東五反田2－15－6 3445－4534

旗の台保育園 旗の台5－19－5 3784－1903
※1年保育の募集人数は園ごとに異なりますので、お問い合わせください。
※すべての認定こども園で預かり保育を実施しています。詳しくは募集要項配布
時にお渡しする書類をご覧ください。

働きたい、仕事を頼みたいと思ったら

へ
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母乳の飲ませ方や、母乳育児のポイント
について、助産師のアドバイスを聞きな
がら子育ての話をしましょう。
日10月29日㈭午後3時10分～4時10分
人おおむね1・2カ月児の母親20人（先着）
場申10月13日㈫から、電話で品川保健
センター☎3474－2903へ

会　　場 日　　時

荏原保健センター
①12/5㈯  9:30～12:30
②12/5㈯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11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
2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
問荏原保健センター☎3788－7016

母乳相談

＝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！

二人で子育て（両親学級）

  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）

10月11日㈰
       12日㈷
       18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）

10月11日㈰

　　　はせがわ内科クリニック 大　井 3 －25－13 ☎3775－1311
　　　小川歯科 東品川 2 － 2 － 4 ☎5460－8148
　　　大塚歯科医院 戸　越 4 － 3 －24 ☎3782－4926
　　　行方接骨院 八　潮 5 － 2 － 2 ☎3799－5809
　　　中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

10月12日㈷

　　　内科鈴木医院 西大井 6 － 7 － 6 ☎3772－2160
　　　天王洲郵船ビル歯科クリニック 東品川 2 － 2 －20 ☎5462－2020
　　　広田歯科 戸　越 5 －11－ 6 ☎3784－4111
　　　阿部整骨院 西品川 3 － 1 －10 ☎3490－2730
　　　工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

10月18日㈰

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
　　　スフィアタワー・デンタルクリニック 東品川 2 － 2 － 8 ☎5462－0418
　　　大和屋歯科医院 戸　越 6 －20－23 ☎3781－4945
　　　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

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は9時30分まで）

10月17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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日11月14日㈯・15日㈰午前10時～午後4時（全2回）
内ロボットの講義、プログラミングの基礎、プログラミングコンテストなど
人中学生の方25人（抽選）
場申11月2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（学年）、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

国体出場をめざします。
日11月19日～12月17日の木曜日午後5時15分～6時45分（全5回）
場しながわ中央公園（区役所前）
人テニス経験のある小学生12人（抽選）
￥5,000円（保険料込）
申11月6日㈮までに、往復はがきかFAXで教室名、住所、氏名、年齢、電話・
FAX番号、学校名、学年、テニス経験の有無をスポーツ協会へ

当日、会場へあそびにきてください。（雨天決行）
日程 まつり名・時間 会場・問い合わせ

10/18㈰ はたのだいまつり
11:00～14:30

旗の台公園（旗の台5－19）
※雨天時は旗の台児童センター（旗の台5－19－
5☎3785－1280）

10/24㈯

ゆたかっこまつり
12:00～15:00

戸越公園（豊町2－1）
※雨天時はゆたか児童センター（豊町1－18－15
☎3786－0633）

2009ごてんやまファミリー
フェスタ
13:30～16:00

御殿山小学校（北品川5－2－6）
問小関児童センター☎3449－1676

こども秋まつり
12:30～15:30

南品川児童センター
（南品川4－5－28☎3450－5043）

※チケットなどを発売中です。

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､ 希望の園へ
問実施園、保育課運営係☎5742－6724

● 身体測定　4日㈬＝品川保・五反田保（乳児）、5日㈭＝中原保・西品川保・五
反田保（幼児）、10日㈫・11日㈬＝大井倉田保、19日㈭＝八潮西保

● 焼きイモ会　4日㈬＝西五反田保・中原保、5日㈭＝北品川保・西品川保・伊藤保・
小山台保・荏原西保・東中延保・八潮南保・滝王子保、6日㈮＝源氏前保・南
大井保・八潮西保、11日㈬＝東品川保・三ツ木保・冨士見台保、12日㈭＝八
ツ山保、13日㈮＝水神保・浜川幼、18日㈬＝ゆたか保、28日㈯＝五反田保

●給食を知ろう会　6日㈮=東中延保、13日㈮=冨士見台保・二葉保・南大井保

●リズム遊び　木＝南大井保

●お茶会　11日㈬＝小山台保　

●秋祭り　5日㈭＝清水台保、12日㈭＝源氏前保、13日㈮=中延保
　25日㈬・26日㈭＝大井保

●幼稚園公開　5日㈭・6日㈮＝城南幼、二葉幼、第一日野幼

● 園庭開放　月～金＝冨士見台保・東五反田保・源氏前保、月＝のびっこ園台場、
火・木＝荏原保、火＝西中延保、4日㈬・11日㈬＝のびっこ園台場
　25日㈬＝城南幼

●絵本の広場開放　19日㈭＝西中延保

●イモ煮会　12日㈭＝五反田保

●お店ごっこ　19日㈭＝西大井保

●煙体験　24日㈫＝八潮南保

産業技術高専オープンカレッジ
中学生のための楽しいロボット講座

ジュニア硬式テニス教室

歯

骨

歯

小

骨

内

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

児童センターまつりで楽しもう

保育園・幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください

ろば康ひ健

11月に参加できる主な事業　　　※保＝保育園　幼＝幼稚園
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建築のルールを守って
住みよい安全なまちづくり
区では、違反建築防止週間（10月17
日㈯まで）に違反建築取り締まりのた
めの一斉公開パトロールを実施します。
良好な環境づくりにご協力ください。
問建築課監察担当☎5742－6771

住宅用火災警報器の設置につ
いてのリーフレットを配布し
ています
22年4月1日から、すべての住宅に住宅
用火災警報器の設置が必要になります。
詳しくは、10月1日㈭から全戸配布し
ているリーフレットをご覧ください。
問品川消防署☎3474－0119
大井消防署☎3765－0119
荏原消防署☎3786－0119

0～5歳児を対象とした
認証保育所が開設しました
名称／さくら大崎保育園（大崎2－9－4）
開所時間／／午前7時～午後10時
※日曜、祝日、12月29日～1月3日を除く。
申電話で同園☎5745－5500へ
問保育課保育計画係☎5742－6723

道路台帳平面図が
区ホームページからみられます
区内の区道の路線番号と現況幅員を調べ
ることができます。区ホームページの「お
役立ちガイド」から「用途地域・道路平
面図検索」を選択してご覧ください。
問土木管理課土木管理係☎5742－6783

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。
※現場調査をしますので、工事着工前
にご相談ください。
※金融機関から抵当権の設定または保
証機関の利用を求められる場合があり
ます。
●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

21年度の食品衛生夏季一斉検
査結果をお知らせします
日10月13日㈫～11月12日㈭
場問生活衛生課
（本庁舎7階☎5742－9139）
※区ホームページからもご覧になれます｡

薬の販売制度が変わりました
専門家が薬選びをサポートし
ます
自分で選び購入できる一般用医薬品を
安心して効果的に使用できるよう、6月
から薬の購入方法などが変わりました。
●表示方法が変わりました
副作用や飲み合わせなど、服用に注意
が必要な度合いにより、次の三つのリ
スクグループに分類し表示されます。
第1類医薬品
リスクが高い（使用上特に注意が必要）
第2類医薬品、指定第2類医薬品
リスクが比較的高い（注意が必要）
第3類医薬品
リスクが比較的低い（多少の注意が必要）
●情報を提供し相談に応じます
店舗が医薬品を販売するとき、薬剤師
や登録販売者が医薬品のリスク分類に
あわせた情報提供や相談対応をするこ
とが義務づけられました。そのため、
薬剤師が不在のときは第1類医薬品が、
また薬剤師と登録販売者がともに不在
のときは第2・3類医薬品が購入できま
せん。
○医薬品を購入するときは、次のこと
を伝え専門家と相談しながら薬を決め
ましょう
①症状　②持病や服用中の薬　③アレル
ギーや副作用の経験　④妊娠の有無など
問生活衛生課医薬担当☎5742－9137

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。
日10月28日㈬午前10時～午後3時
人区内在住の健康で働く意欲のある60
歳以上の方
場参当日、大井第三区民集会所（西大
井4－1－8）へ
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713
※55歳からの無料職業紹介所「サポし
ながわ」の入会相談も行います。

求人

ぷりすくーる西五反田職員募集
①保育士
任用期間／／23年3月31日㈭まで
日月～土曜日のうち週5日
午前7時30分～午後8時のうち8時間
場ぷりすくーる西五反田
月給／187,000円から
②非常勤保育士
任用期間／／22年3月31日㈬まで
日月～金曜日のうち週3～5日
※時間は相談。
場地域子育て支援センター
（西五反田3－9－9）
時給／／1,200円から
※児童センター勤務経験者優遇。
－－－－－－－　共　 　通　－－－－－－－－
人保育士（登録済）資格を有している
方各1人（選考）
交通費／／法人の規定による
申電話連絡の上、写真付き履歴書を持っ
てぷりすくーる西五反田（西五反田3－
9－9☎5759－8081）へ

お知らせ

求人

八潮紅葉祭
日10月24日㈯
午前11時～午後3時
場八潮シルバーピア
（八潮5－10－27）
内模擬店、沖縄三線、ダンス、体
験コーナーなど
問八潮在宅サービスセンター
☎3790－0344

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

日12月14日㈪からの月・木曜日午前10時～11時30分（全24回）
場①東品川シルバーセンター（東品川3－32－10）
②いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内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
人次のすべてにあてはまる方各11人（抽選）
•おおむね65歳以上　•自力で会場への往復が可能　•現在運動をする
のに支障がない　•10月29日㈭午後（東品川シルバーセンター）か11月
5日㈭午前（いきいきラボ関ヶ原）に行う説明会のいずれかに出席できる
￥各7,200円
●トレーニング協力員を募集します
内会場準備、トレーニングの補助など
人各6人（選考）　謝礼／／1回2,000円
－－－－－－－－－－－－－－－－－　共　　　通　－－－－－－－－－－－－－－－－－
申10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
問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

10月から公的年金所得に対する住民税が年金から差し引かれます。
人65歳以上の、老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金などの公
的年金の受給者で、住民税が課税されている方
※介護保険料が公的年金から差し引かれていない方、差し引かれる住民
税額が公的年金の額を超える方などは対象になりません。
問税務課☎5742－6663～6

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

10月の年金から住民税が差し引かれます

品川神社・東海寺周辺の文化財を訪ねる
日11月14日㈯午前9時30分～午後0時30分　※小雨決行。
コース／／新馬場駅北口～品川神社～板垣退助墓～細川家墓所～東海寺～官
営品川硝子製造所跡～東海寺大山墓地～清光院～日本ペイントの明治記念
館～享保二十一年銘道標～天龍寺～大龍寺～海蔵寺～本光寺～願行寺～妙
蓮寺～新馬場駅南口　※約4km。
人100人（抽選）　￥50円（保険料）
申10月22日㈭までに、往復はがきに「晩秋の文化財めぐり」とし、参加者
全員の住所・氏名・年齢・電話番号を庶務課文化財係（〠140－8715品川区
役所☎5742－6839）へ

晩秋の文化財めぐり

春光祭り
日10月25日㈰午前10時～午後2時
内原町商店会と山王銀座商店街の
店舗出張、歌・音自慢大会（10月
19日㈪までに電話で申し込み、
10組抽選）、抽選会、福引きなど
場問春光福祉会
（西大井2－4－4☎5743－6111）

10月1日㈭から全戸配布しています
区の便利帳
『しながわガイド』
ご家庭での
『新型インフルエンザ対策のヒント』
（保存版）

※10月中に届かない場合はご連絡ください。
問広報広聴課☎3771－2000



●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
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スポーツ

シードチャレンジ硬式テニス
大会（男子の部）
日11月15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
人区レベルの大会で過去3年間にベスト
8位に入っていない方48組（先着）
￥1組3,000円、連盟登録者2,500円
主催／品川区テニス連盟
申11月8日㈰までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

陸上競技初心者審判講習会
日11月17日㈫午後7時10分～8時30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、協会登録者800円
主催／品川区陸上競技協会
申10月27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

講座・講演

犬のしつけ方教室と
ペット健康相談
日11月7日㈯午後1時30分～4時30分
場荏原保健センター
内訓練士による犬のしつけ方教室、獣医
師によるペット健康相談
人40人（先着）
主催／獣医師会品川支部
申10月13日㈫から、電話で生活衛生課☎
5742－9132へ
※犬は連れてこないでください。

人権啓発・社会同和教育講座Ⅱ
中央卸売市場食肉市場見学会
日時 内容 講師
11/13㈮
14:30～
16:30

食肉の歴史と人
権～食肉労働の
現在と差別 栃木裕

（食肉市場作業
第一課職員）11/27㈮

8:30～
15:00

市場見学、ビデオ
視聴、質疑

場中央卸売市場食肉市場
（港区港南2－7－19）
人全回出席できる18歳以上の方20人
（先着）
申11月6日㈮までに、電話かＦＡＸ、Ｅメー
ルで講座名、住所、氏名、年齢、電話番
号を文化スポーツ振興課生涯学習係（
oubo-gak@city.shinagawa.tokyo.jp）へ

区民大学入門講座ユースプラザ
自分の可能性を広げる心理テ
クニック
日程
（全6回） 内容 講師

11/6
㈮

効率的に前に進むた
めのモチベーション
講座 矢森裕章（認定

心理療法士）
11/13
㈮

問題ではなく、解決
にフォーカスしよう

11/20
㈮

ストレスを正しく理解
していますか？

白神美央（心理
カウンセラー）

11/27
㈮

心理テストでわかる
本当の自分

12/4
㈮

相手の信頼感を得ら
れる聴き方を学ぼう

12/11
㈮

上手な自分の考えの
伝え方を学ぼう 矢森裕章

※時間は午後7時～9時。

場荏原文化センター（中延1－9－15）
人16～40歳くらいの方40人（抽選）
申10月28日㈬（必着）までに、電話かは
がき、FAX、Eメールに「ユース」とし、
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（
oubo-gak@city.shinagawa.tokyo.jp）へ

さわる絵本製作（体験）講習会
主に視覚障害児が利用する、さわる絵本
の製作の基本を修得します。
日11月10日～12月1日の火曜日
午後1時30分～3時30分（全4回）
￥500円（材料費）
人10人（先着）
場申電話で品川図書館（北品川2－32－3
☎3471－4667）へ

地域読み聞かせボランティア
養成講座

日時（全2回） 内容

①
11/3㈷・5㈭
午後2時～4時

パネルシアターの楽しさ
を知ろう・演じてみよう

②
11/10㈫・13㈮
午後2時～4時

紙芝居を知ろう・演じて
みよう

③
11/26㈭・27㈮
午前10時～正午

プログラムの作り方を学
んで組み立ててみよう

人各30人（抽選）
場申10月20日㈫（必着）までに、往復は
がきかＥメールに「地域読み聞かせ」とし、
番号、住所、氏名、電話番号、活動して
いる方は施設名を品川図書館（〠140－
0001北品川2－32－3☎3471－4667 
tshina@city.shinagawa.tokyo.jp）へ

青色申告会講演会
笑いと健康
日10月27日㈫午後2時から
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／三遊亭白鳥（落語家）
人100人（先着）　※粗品進呈。
申電話かＦＡＸ、Eメールで講演会名、住
所、氏名をものづくり・経営支援課経営支
援係（☎5498－6334 Fax5498－6338 
mono-keiei@city.shinagawa.tokyo.jp）

へ

もっと知ろう介護のしごと
ヘルパー2級の資格を持つ落語家や区内社
会福祉法人で働いている方の講演会と施
設見学会を行います。
日11月7日㈯午前10時～午後4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）、
区内高齢者福祉施設
内講演会、シンポジウム、昼食会、施設
見学会
講師／／林家源平（落語家）ほか
人介護の仕事に興味がある16歳以上の方
50人（先着）
申10月26日㈪までに、高齢者福祉課で配
布する申込書を同課庶務係（本庁舎3階☎
5742－6728 Fax5742－6881）へ電話
かFAX、持参
※申込書は地域センター、在宅支援セン
ターでも配布。区ホームページからダウン
ロードもできます。

健康づくり運動指導者
育成セミナー
日程（全4回） 内容

10/31㈯ 中高年の筋力トレーニングに期待
すること、関節の動きと筋活動

11/7㈯ 筋力トレーニングが必要な部位と
具体的なエクササイズ

11/14㈯ 現場で役立つ指導法Ⅰ
11/21㈯ 現場で役立つ指導法Ⅱ

※時間は午後1時30分～3時30分、10/31は午後1
時から。

場南大井文化センター（南大井1－12－6）
講師／髙順姫
（ヘルスフィットネスインストラクター）
人全回出席でき、中高年の運動指導者を
めざす方30人（抽選）
￥1,000円
申10月22日㈭までに、電話で健康課健康
づくり係☎5742－6746へ

健康大学しながわ公開講座
チェンジ！健康になる食生活
健康づくりは食事から！
日11月14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／武見ゆかり（女子栄養大学教授）
人25人（先着）
申電話で品川保健センター☎3474－2225へ

小中規模事業者向け環境セミ
ナー～事業者における新たな
温暖化対策
日11月11日㈬午後1時30分～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内区の地球温暖化対策の現状、これから
の省エネルギー対策
人区内中小規模事業者80人（先着）
申10月30日㈮（必着）までに、環境課など
で配布する申込書をFAXかEメールで同
課環境推進係（☎5742－6949 Fax5742－
6853 kankyo@city.shinagawa.tokyo.jp）へ
※申込書は区ホームページからダウンロー
ドもできます。

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
ごみとして出したものが、収集後どのよう
に処理されるのか追いかけ、リサイクルの
重要性を学びます。
日11月7日㈯午前8時～午後5時
（区役所集合・解散、往復バス）
場品川区資源化センター、品川清掃工場、
中央防波堤埋立処分場（江東区）
人区内在住でごみ・リサイクルに関心のあ
る親子40人（抽選）
申10月26日㈪（必着）までに、電話かは
がき、FAX、Eメールに「追っかけ隊」
とし、参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号を品川区清掃事務所（〠
141－0032大崎1－14－1☎3490－7098 
Fax3490－7041 r-suisin@city.shinaga
wa.tokyo.jp）へ
※昼食持参。

糖尿病予防講演会　
本当は怖い糖尿病　
知っておきたい予防と治療

内容 講師
糖尿病はどんな病気？
なぜ、怖い？

岩本安彦（東京女子医科
大学糖尿病センター長）

食育のすすめ　大切な
ものを失った日本人

服部幸應
（服部学園理事長）

日11月16日㈪午後1時～4時
場きゅりあん（大井町駅前）
人1,000人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
申11月6日㈮（消印有効）までに、往復は
がき（1枚に1人）かFAX、Eメールで講
演会名、住所、氏名、電話番号、車いす・
手話通訳利用の有無、託児希望の方はお
子さんの年齢・人数を東京都福祉保健局
健康推進課（〠163－8001都庁 ☎5320
－4361Fax5388－1427 S0000289@
section.metro.tokyo.jp）へ
問健康課☎5742－6744

産業技術高専オープンカレッジ
化学の知識で暮らしを豊かに
2009
日々の生活に取り入れることができる化学
に関する知識を講義と実験で学べます。
日11月14日㈯午後1時～3時30分
内草木染め
※作品は持ち帰れます。
人高校生以上の方20人（抽選）
￥1,100円（材料費・保険料込）
場申11月2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（学年）、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

日10月18日㈰午後1時30分～3時
曲目／アルベニス「カタルーニャ奇
想曲」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

第160回
しながわ

日曜コンサート
しながわ

日曜コンサート

講座・講演

スポーツ

 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。

　新型インフルエンザの疑いのある方も、かかりつけ医など
最寄りの一般医療機関において受診できるようになりまし
た。
　かかりつけ医がある場合は、事前に電話で相談して、受診
の時間帯、受診方法などを確認してから受診しましょう。な
お、受診のときはマスクを着用しましょう。

●品川区新型インフルエンザ相談センター
　月～金　午前9時～午後5時
　☎5742－6704
●東京都新型インフルエンザ相談センター
　月～金　午後5時～午前9時
　土日、祝日は24時間対応
　☎0570－03－1203
 （IP電話・PHSからは☎5977－5638）

かかりつけ医がない場合は、右記へお問い合わせください

※聴覚障害者の方は東京都保健医療情報センター（ひ
まわり）Fax5285－8080をご利用ください。

新型インフルエンザかな？と思ったら

最新情報は、都ホームページ
http://www.metro.tokyo.jp/でご確認ください
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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

●シーツ交換の手伝い　
高齢者施設で利用者のベッドのシー
ツ交換をします。
日土曜日　9:30～11:30
場ケアセンター南大井（南大井5）
●絵手紙クラブの補助
高齢者施設で準備や後片付けなど絵
手紙クラブの補助をします。
日火曜日　13:30～15:00
場荏原特別養護老人ホーム（荏原2）
●演芸・演奏披露　
高齢者施設で利用者に演芸や演奏を
披露します。
日月2回（月～土曜日、祝日）
13:00～15:00
場デイサービスセンター友の里旗の
台（旗の台4）

●食後の後片付け
高齢者施設で夕食後の下ぜんなどを
します。
日週1回　18:00～19:30
場ケアホーム西大井こうほうえん
（西大井2）
●手芸クラブの指導
精神障害者施設でビーズアクセサ
リーを教えます。
日月2回（第1・3木曜日）
14:00～15:30
場たいむ（西五反田2）
●エプロン洗い
高齢者施設で利用者が使用したエプ
ロンなどを洗います。
日週1回　18:00～19:30
場ロイヤルサニー（西大井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、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
※さわやかサービス、ほっとサロンでの活動も含む。
※区が指定する施設が対象。
※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10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）へ送ってください

ポ
ポ

ポ

パパママ応援プログラム（0・
1・2歳）笑顔になる！ 0・1・
2歳　こころと身体の育て方
今からできる今しかできない子育てのヒン
トを一緒に学びましょう。
日程（全5回） 内容 講師

11/19㈭ ママの元気が赤ちゃ
んの幸せ

有北いくこ（ま
まとんきっず
理事長）

11/26㈭
0歳からの食育、で
きることから始めま
しょう

三浦容子（品
川区栄養指導
係長）

12/3㈭
心が育つ絵本、布絵
本の紹介、プチキッ
ト作り

渡辺順子（す
ずらん文庫主
宰）

12/10㈭ 心の根っこを育てる
今だからできること

秋山邦久（文
教大学臨床心
理学科専任講
師）12/12㈯ 心理のプロに聞く、

子育てのポイント
※時間は午前10時～正午。

場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人区内在住か在勤で、0～2歳児の保護者
か育児に関心のある方30人（抽選）
託児／7カ月～就学前のお子さん30人（抽
選）　※おやつ代300円。
※1歳未満のお子さんは保護者と一緒に入
室できます。
申10月30日㈮までに、往復はがきかEメー
ル（携帯電話からは不可）に「0・1・2歳」
とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、講師への質問、託児希望の有無、
託児希望の方はお子さんの氏名（ふりが
な）・月年齢・性別を子育て支援課在宅子
育て支援係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6720 oubo-koso@city.shinagawa.
tokyo.jp）へ

障害者のためのパソコン教室
年賀状づくり

日程 番号 時間
11/14㈯ ①

10:00～12:00
11/19㈭

②
③ 13:30～15:30

11/28㈯ ④ 10:00～12:00

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
ソコン経験を心身障害者福祉会館（旗の
台5－2－2☎5750－4996 Fax3782－
3830）へ

パパママ応援プログラム（就
学前コース）もうすぐ1年生！
入学前に学ぶ
就学前のお子さんの成長と小学校入学前
後の時期の親としてのかかわり方や心構え
について一緒に学びましょう。
日程（全5回） 内容 講師

11/19㈭ 子どもの心を開く
「会話術」

早川和子（臨床
心理士）

11/26㈭
小学校生活～学
校とどうかかわれ
ばいいの？

髙木善彦（品川
区学校経営指導
員）

12/3㈭
日常生活の中で楽
しむ～よみかき・
さんすう

宗方通子（学研
こども園園長）

12/5㈯
（公開講座）

すまいるスクー
ルって？児童セン
ターってどんなと
ころ？

川井康博（すま
いるスクール中
延指導員）・鵜澤
いづみ（中延児
童センター館長）

12/10㈭
子どもの自立と元
気な毎日のための
生活習慣

八木桂子（大田
区立矢口小学校
校長）

※時間は午前10時～正午、12/5は午後2時～4時。

場荏原文化センター（中延1－9－15）
※12月5日はすまいるスクール中延（中延
1－11－15）と中延児童センター（西中延
1－6－16）。
人主に4～6歳児の保護者、関心のある方
30人（抽選）
※12月5日は公開講座で、4歳～小学生の
お子さんと一緒に参加できます。
託児／1歳～就学前のお子さん20人（抽
選）※おやつ代500円。
￥35円程度（保険料）
申10月26日㈪（必着）までに、往復はが
きかEメール（携帯電話からは不可）に「1
年生」とし、住所、氏名（ふりがな）、性別、
年齢、電話番号、託児希望の方はお子さ
んの氏名（ふりがな）・月年齢・性別を子
育て支援課在宅子育て支援係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6720 oubo-
koso@city.shinagawa.tokyo.jp）へ
※12月5日の公開講座にお子さんが参加す
る場合は、「公開講座希望」とし、お子さん
の氏名（ふりがな）・年齢・性別も記入して
ください。お子さんも保険料が必要です。

メイプルセンターの講座
①まき絵体験・漆器絵付け教室
金ぱくをはって、色漆で絵付け
日11月12日㈭・26日㈭
午後1時～3時（全2回）
人12人（先着）
￥6,800円（教材費込）
②心に伝わる読み聞かせ
日10月17日～12月19日の土曜日
午後1時～2時30分（全5回）
人12人（先着）
￥8,000円（テキスト代別）
③世界にひとつだけの
そっくりマスコット人形教室
日10月31日㈯午後1時～3時
人18人（先着）
￥4,800円（教材費込）
④漢方の知恵で体の中からキレイになろ
う！～ビューティ薬膳入門
日10月31日㈯、11月14日㈯・28日㈯午前
10時～正午（全3回）
人20人（先着）
￥4,800円（教材費込）
⑤骨董の見方・買い方・楽しみ方
日内11月26日㈭・12月4日㈮午後1時～2
時30分＝講義、12月18日㈮午前10時～午
後1時＝平和島全国古民具骨董まつり散策
（全3回）
人12人（先着）
￥7,800円（ルーペ代別）
⑥いにしえより伝わる「品川めし」を
つくろう！
日11月15日㈰午後1時～4時
人24人（先着）
￥4,000円（材料費込）
－－－－－－－　共　 　通　－－－－－－－－
場①～⑤メイプルセンター（西大井駅前）
⑥きゅりあん（大井町駅前）
申電話でメイプルセンター☎3774－
5050へ

催し

第26回はたのだいまつり
ふれあいコミュニティ
はたのだい
日10月17日㈯正午～午後8時
18日㈰午前10時～午後3時
場旗の台公園（旗の台5－19）
旗の台文化センター・旗の台児童セン
ター（旗の台5－19－5）
内作品展示、活動発表、模擬店、スポ
ーツ大会、手作り教室など
問旗の台文化センター☎3786－5191

品川区障害児・者と家族の
レクリエーション大会
日10月27日㈫午前10時30分～午後4時
※入館は午後3時30分まで。
※雨天決行。
内しながわ水族館の見学など
人区内在住で身体障害者手帳か愛の手
帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれ
かをお持ちの方と家族
場参当日、手帳を持ってしながわ水族
館（勝島3－2－1 しながわ区民公園内）へ
問障害者福祉課障害者福祉係
☎5742－6707

区民秋季将棋大会参加者募集
初心者の方も参加できます。
日11月8日㈰午前10時から
※受付は午前9時30分から。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
対戦方法／段・級別リーグ戦
人小学生以上の方
申10月29日㈭（必着）までに、往復は
がきに「将棋大会」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、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

品川清掃工場見学会
日10月24日㈯午前10時～11時30分
※現地集合・解散。
内ビデオ説明、施設見学
人50人（先着）
場申10月22日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－14－1☎3799－5353）へ

催　し ★
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● 新インフルエンザ対策は万全ですか
● 商店街からの三つのお得な情報！
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広　報

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。

　9月6日㈰、大崎第一地区総合防災訓練に、
区では初の試みとして地区内の大使館、領事
館関係者が参加しました。参加したのはイン
ドネシア、コロンビア、ザンビア、ブラジル、
ペルーの関係者20人。
　救出救護訓練では倒れた人を見かけたら「呼
吸など状況を確認した後ワンワンナイン（119）
に電話してもらってください」という言葉に
神妙な顔でうなずく参加者がいました。AED
の訓練を体験したコロンビアのホセ・フラン
シスコ・ディアス領事は、「地震はコロンビア
にもあるけど、日本のほうが多い。（応急救護
は）いつでもできるようにしておかなければ」
と話していました。

外国人が地区総合防災訓練に参加
地域国際交流

　9月4日㈮、「平成20年度決算審査等および21年度
前期一般監査」の結果について報告書が三浦代表監
査委員より濱野区長に提出されました。当日は濱野
区長をはじめ、副区長、教育長、会計管理者らが出
席し、各監査委員から報告を受けました。

「平成20年度決算
審査等および21
年度前期一般監
査」の結果報告

　8月20日㈭、「企業・事業所における新型インフルエンザ対策」セミナー
が中小企業センターで行われ、47企業・団体から61人が参加しました。
危機管理業務専門会社「レスキューナウ」の市川啓一社長と、品川区総
務部危機管理室三宅室次長の2人が講師となり、秋から冬にかけての新
型インフルエンザの感染拡大に備え、実際の対策を講演しました。
　講演の内容は、事業継続に対する企業の考え方や、品川区の新型イン
フルエンザへの取り組みなどで、参加者は真剣な表情で聞き入り、質疑
応答の時間には活発に講師へ質問を行っていました。

企業・事業所における
新型インフルエンザ対策セミナー開催

　衆議院議員選挙前日の8月29日㈯に、潮風公園の
GREEN TOKYO  ガンダムプロジェクトのガンダム像
の前で、品川区明るい選挙推進委員8人が選挙啓発
グッズなどを配って投票を呼びかけました。
　18メートルある実物大ガンダム像の公開は8月31
日㈪までであったこともあり、家族連れやカップル
など多くの人でにぎわい、啓発グッズはあっという
間になくなりました。品川区明るい選挙推進協議会
の野口大井東地区代表は「受け取ってくれる人が多
く、今回の選挙に関心を持っている人が多い」と話
していました。

ガンダムの前で
明るい選挙啓発

　厳島神社の弁天池で、8月中旬
にふ化したカルガモの赤ちゃん
10羽が元気に泳ぎ回り、地域の
人を驚かせていました。カルガ
モの繁殖は日本国内では4月から
5月が一般的なので、8月という
のはまれ。この季節はずれの10
羽のひなに、皆一様に目を細め
ていました。

品川区小山の弁天池で
カルガモのひな10羽が誕生

「目黒のさんま祭り」に
2万人超の人出

　9月6日㈰、目黒駅東口の誕生八幡
神社周辺で「目黒のさんま祭り」が
開催されました。このお祭りは、古
典落語「目黒のさんま」にちなんで
平成8年に始まり、今回で14回目。例
年の倍以上となる2万人超が訪れまし
た。7,000匹用意した炭焼きサンマの
無料配布にピーク時の待ち時間は3時
間、長蛇の列ができました。

　8月30日㈰、衆議院議員選挙が行われ、即
日開票で品川区では午後8時35分から開票が
行われました。開票結果の確定は、比例代表
が0時43分、小選挙区が0時53分で、投票率
は小選挙区で66.03パーセントでした。

衆議院議員選挙
実施

　小中一貫校八潮学園は、昨年4月、八潮地
区の小・中学校5校を統合して開校し、旧八
潮南小学校・中学校を仮校舎としてスター
トしましたが、9月に新しい校舎がしゅん工
し、9月12日㈯に落成記念式典が行われまし
た。旧八潮小学校・中学校の既存の校舎の間
に増設棟を作り、つなげたことにより、二つ
の校庭と三つの体育館がある品川区で1番大
きな学校となりました。母体となった5校の
校旗などが展示されたメモリアルルームや増
設棟に設けられた温水プールなどは、地域に
開放されます。

小中一貫校
八潮学園の
落成記念式典開催

品川
写真
ニュース




