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図書館は私たちの「宝箱」
世良礼さん

　子どもが生まれたとき「すくすく赤ちゃん訪問事業」の一環として、区の
保健師さんが自宅に来てくれました。そのときにいただいたのが『じゃあじゃ
あびりびり』という絵本です。カラフルで楽しい内容で、大きくなるにつれ

て目で追うようになり、子どもの成長を
実感できました。
　品川図書館が近いのでよく行きます。
借りるのは育児の本や絵本ですね。絵本
を通じて自分にはない言葉や世界を子ど
もに伝えられるのでうれしいです。また
児童書コーナーは子どもと座れるソファ
などもあって、子ども連れでも安心。図
書館は宝箱のような場所、ストレス発散
にもなりますね。
　

図書館特集：

日々変わっていく品川区。21 年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。まい

最近図書館を利用していますか？
　品川区では、区民の皆さんにとって「魅力的な図書館」であることをめざして、様々な
図書館サービスの充実に取り組んでいます。図書を収集・保存し、利用者に貸し出すこと
はもちろん、例えば視覚障害者の方のための図書をそろえたり、音訳などのボランティア
を養成する講座を開催したり、福祉の面からも図書館のサービスを展開しています。また
未来を担う子どもたちへの“働きかけ”も大切な活動の一つです。本に親しんでもらうた
めの様々な企画、学校図書館の環境整備などを進めています。
　今年は「国民読書年」。日々進化する図書館を活用して、豊かな文字文化にふれましょう。

図
！書館へ

行こう

●開館時間
火〜土曜日／午前9時～午後8時
日・月曜日、祝日／午前9時～午後5時
●休館日
第1・3月曜日／品川・二葉・源氏前・大井・大崎（ビジ
ネス支援）図書館
第2・4月曜日／荏原・南大井・ゆたか・八潮図書館、図
書館サービスコーナー （五反田）
第2木曜日（祝日のときは翌日）、年末年始、特別整理日

開
館
時
間
と
休
館
日

利用の仕方

カードはどこの図書館でも使えますか？
品川区立の図書館全館共通です。有効期間は1年間で、更新すれば
継続して使えます。ただし、2年間利用しないとカードは使えなく
なります。

利用したい資料がないのですが…。
ほかの図書館にあれば「取り寄せ」、貸し出し中であれば「予約」、
所蔵していない図書は「リクエスト」することができます。予約・
リクエストは1館で10点、全館で20点できます。ただしCDはリクエ
スト、ビデオ・DVDは予約・リクエストができません。

資料名 貸し出し期間
図書、CD、カセットテープ、紙芝居 3週間
雑誌（新刊を除く）

1週間ビデオ、DVD
地域資料、参考資料

初めて
利用する

※ビデオは品川、荏原のみ貸し出し。1館2点、全館4点まで。
※DVDは品川、荏原、大井、図書館サービスコーナー（五反田）の
み貸し出し。1館2点、全館4点まで。
※地域資料、参考資料は1館4点、全館8点まで。

貸し出しできる点数と貸し出し期間
資料は1館で10点、全館で20点まで借りられます。資料を

借りる

　登録者数は？	 6万4,548人
　区民＊の約2割が登録しています。

　総蔵書点数は？	 102万656点
　 区民＊1人あたり約3点の蔵書があることになります。

　資料の年間貸し出し点数は？　	 313万6,946点
　登録者1人あたり1年間で約49点の資料を貸し出しています。

　資料の年間予約・リクエスト点数は？	 78万2,839点
　約7割がインターネットによる予約・リクエストです。

数字で見る品川区の図書館
（21年3月31日現在）

優奈ちゃん（10カ月）と

Q

A

Q

A

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」

利用カードを作ろう！
資料を借りたり、図書館内のインターネットを利用したりするには、

「利用カード」が必要です。区内在住・在勤・在学に関係なく、ど
なたでもカードを作ることができます。利用申込書に記入し、住所
を確認できるもの（学生証、免許証、保険証など）と一緒にカウン
ターにお持ちください。カードはその場で発行します。

＊人口約34万8,000人
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じっくりお話し相手をする静かなスタジオです。
中高年の独り暮らしの女性対象。お喋りしたり、気がねなく
笑ったりはひとときの心の安定剤。お気軽にお越しください。

ボランティア

館の主は守秘義務を
守ります。

やかた あるじ

日時  毎週火曜日 午後1:30～4:00　
　　  毎回1名様
場所  京浜急行線大森海岸駅徒歩5分

予約制

傾聴セラピー女人の館
にょにん やかた

電話・FAX 03（3767）1600
平日午後5：30～9：30

8 月・9月・10 月・11 月
の申し込み期限は 6 月 25
日㈭です。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、2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

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、2月1日号をご覧ください。

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

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

  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。
  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

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、10月1日号をご覧くだ
さい。

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

「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。

品川図書館 区内図書館の中心的な存在

きれいで広くて、落ち着く品川図書館
木村啓子さん

品川図書館から徒歩15分の場所にある会社に勤め
ています。２週間に１度、お昼休みを利用して本
を借りに来ます。１回に借りる本は10冊ぐらいか
な。ベストセラーから海外の古典、実用書まで借
りる本の種類は様々です。きれいでゆっくりでき
る品川図書館をとても気に入っています。

　区内図書館で中心的な役割を担っている品川図書館。面積4,668㎡、閲覧席
220席という規模の大きさに加え、約38万点の蔵書、ビデオやDVDなどの視聴覚
資料も豊富に取りそろえ、郷土資料や参考図書、新聞の縮刷版などの専門資料も
充実しているのが特徴です。
　また障害者サービスの拠点でもあるとともに、子どもたちの読書促進へ向けた
取り組み、小・中学校の図書館整備などの支援も行っています。

　品川区の図書館は、14年にインターネットで蔵書の検
索や予約のできるシステムを導入。自宅などからパソコ
ンを通じて、図書館システムにつなげることができるよ
うになりました。これにより資料の予約・リクエストが
急激に増え、図書館の利用促進につながっています。
　また図書館同士のネットワーク化も進み、区内だけで
なく都内区・市
立図書館、都立
図書館、国会図
書館の図書を検
索したり、取り
寄せたりするこ
とが可能になり
ました。

インターネットによる図書館ネットワーク

図書館内にもパソコンを完備

窓からの採光が気持ちよい3階閲覧室

貸し出し・返却カウンター

❶品川図書館 北品川2−32−3　☎3471−4667
「新馬場駅」3分
東急バス「新馬場駅前」3分

❷八潮図書館　 八潮5−10−27　☎3799−1414
都営・京急バス「八潮パークタウン」1分

❸南大井図書館 南大井3−7−13　☎3761−6780
「大森駅」10分、「大森海岸駅」7分

❹大井図書館 大井5−19−14　☎3777−7151
東急バス「大井第一小学校」2分

❺二葉図書館 二葉1−4−25　☎3782−2036
「下神明駅」1分

❻ゆたか図書館 豊町1−17−7　☎3785−6677
「戸越公園駅」7分

❼源氏前図書館 中延4−14−17　☎3781−6273
「中延駅」「荏原町駅」５分

❽荏原図書館 中延1−9−15　☎3784−2557
「荏原中延駅」5分

❾図書館サービスコーナー （五反田図書館改修工事期間中の臨時窓口）
西五反田7−22−17  TOCビル　☎3492−2131

「五反田駅」10分、「大崎広小路駅」5分
※五反田図書館のリニューアルオープンは10月予定。

❿大崎図書館・ビジネス支援図書館
大崎2−4−8　☎3495−0660

「大崎駅」5分

お近くの図書館をご利用ください
目黒
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区内には10カ所の区立図書館があります。最寄りの図書館で品川区の豊かな蔵書をご活用ください。

最近、資料の汚れや破損が増えていま
す。ていねいな利用にご協力ください。

ペットにかじられた本

大崎図書館の２階には「ビジネス支援図書
館」があります。ここではものづくりに関
する新聞や図書、データベースなどをそろ
え、区内の企業に役立つことをめざしてい
ます。また、中小企業の経営改善や起業に
結びつく具体的な講座や相談会も開催して
います。

ものづくりのまち・品川区ならではの
「ビジネス支援図書館」

図書館の資料はみんなの財産です

専門紙を豊富にそろえている
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		ご協力ください
■拠点回収（食品トレイ、古着、廃食用油）
2月13日㈯・27日㈯午前10時〜正午＝小学
校など23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・伊藤学園、品川
第一・大崎第一・大井第三・八潮地域センター、
区役所）　
■エコボックスは3月31日で廃止します
廃止後、紙パックと食品トレイは、お近くの
資源回収ステーションへお出しください。長
い間ご利用いただきありがとうございました。

		フリーマーケット
■お越しください
●2月11日㈷午前10時～午後1時　
※雨天中止。
場峰原公園（大崎3−17）
問菊田☎3490−8407

問 
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		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。「くるくる」は、
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」
ご来店をお待ちしています。18歳
以上の方はだれでも出品できます。
希望の方は電話か店頭で予約してく
ださい。
※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。

※来店時には、買い物袋をお持ちく
ださい。
定休日／両店とも水曜日
　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）。
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点字図書 （約260点）●
日本点字図書館からの取り
寄せも可能です。

障害者
サービス

障害者の方もご利用を！
従来の点字図書に加え、デジタル録音技術を使った図書な
ども積極的に導入。来館が難しい方への宅配サービスも行っ
ています。

視覚障害者の方を対象に、郵送による貸し出し・返却サービ
スを行っています。また肢体不自由などで図書館に来ること
が困難な方には、図書館の職員がご自宅まで本をお届けしま
す（月2回）。どちらも
無料。電話での相談も
行っていますので、お
気軽に品川図書館まで
お問い合わせください。
問品川図書館障害者
サービス担当
☎3471−4667

●デイジー図書（約300点）
音訳を「デジタル音声情報シス
テム」でCDに収録した図書です。
専用の再生機を使って聴くもの
で、本をめくるように章や節、ペー
ジに移動できます。テープに比べ
劣化しないのも利点。再生機の貸
し出しも行っています。

●録音図書（約1,700点）
音訳ボランティアによって
カセットテープに吹き込ま
れた録音図書。

拡大写本（約80点）●
弱視の方のための大きな文
字の本です。

さわる絵本（約600点）●
ボランティアグループの制作に
よるさわる絵本。フエルトなど
を使って絵を立体的に
作り、さわって想像力
をふくらませる絵本で
す。さわると香料の粒
がつぶれて、においの
でる「におう絵本」も
あります。

宅配サービスをご利用ください

郵送専用のケース

録音図書の制作には本を音読
して録音する「音訳」、点字
図書の制作には本を点字で表
す「点訳」という作業が必要
です。品川図書館では隔年で
音訳と点訳のボランティア養
成講座を実施しています。あ
なたも音訳・点訳の技術を身
につけてみませんか？

ボランティア養成講座

日2月6日㈯午前9時～午後3時
※社会福祉協議会への寄付金（1
冊10円程度）をお願いします。
※マイバッグ（買い物袋）をお持
ちください。
※1人20冊程度まで。
場参当日、荏原文化センター（中延
1−9−15）へ
問荏原図書館☎3784−2557

再利用できる本を
皆さんに提供します。

荏原図書館

本のリサイクル市

「おはなし会」に参加してみました
広報ボランティア　佐藤綾さん

　ろうそくがともると、おはなし会の始ま
り。それまでほかの事に夢中だった子ども
たちも、おはなしの世界へひきこまれてい
きます。
　毎週水曜日の午後2時30分から、大崎図
書館で行われている「おはなし会」へ2人
の子どもと行ってきました。2歳の弟がじっ

と聞いていら
れるか心配で
したが、会の構成が工夫されているため飽きずに参加
することができました。子どもが飛びつく本、少し長め
の本、一緒に参加するおもしろい本、手遊び、そして
紙芝居と続き、30分間があっという間に過ぎていきま
す。6歳の姉は内容をわかって笑い声をあげ、2歳の弟
は擬音語をまねして「シュシューポッポッ」と大興奮。
それぞれが楽しむことができました。子どもが騒いだら
嫌だなと思い、少し遠ざかっていた図書館。また子ども
と一緒に通いたくなりました。

広報ボランティアレポート子どもたちが良い本に出会い、
読書が身近なものに
なるように…
　本に親しみ、本を読むことを好きになる
ことは、子どもたちの人生にとって大きな
財産です。品川区の図書館では図書館に親
しみを持ってもらえるよう、おはなし会や
映画会、科学あそびなどのイベントも行っ
ています。
　また区では17年度からの5年間の計画
で、区内のすべての区立小・中学校の図
書館を整備し運営スタッフを配置するとと
もに、コンピュータで区立図書館とネット
ワークを結び、図書検索や図書の取り寄せ
などができるようにしています。

すべての区立小・中学校で
学校図書館運営スタッフは
貸し出し・返却だけでなく、
資料収集、蔵書の管理、読
み聞かせ、児童・生徒への
アドバイス、調べ学習の支
援なども行う

「おはなし会」の日程などは各図書館へお問い合わ
せを。ホームページからも検索できる。
http://lib.city.shinagawa.tokyo.jp/gyouji.html

子どもたち
集まれ！

佐藤さんと杏ちゃん（6歳）、成くん（2歳）

音訳・点訳ボランティアの養成
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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
　区内在住�在��在�の方区内在住�在��在�の方

平成22年
（2010）
1/21情報館 情報館は4 〜7ページです

ろば康ひ健
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2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
人おおむね生後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

日2月2日㈫午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防、効果的な
歯磨き法（実技）、歯磨きを嫌がる場合
の克服法
人歯が8本くらい生えたお子さんとそ
の保護者15組（先着）
場申1月25日㈪から、電話で大井保健
センター☎3772−2666へ

合唱や合奏を通して心身のリフレッ
シュを図ります。
日2月16日㈫午後1時30分～3時30分
講師／藤井洋平（音楽療法士）
人パーキンソン病、脊髄小脳変性症な
どの難病の方と家族30人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788
−7016へ

精神障害の症状やかかわり方を学び、
精神障害への理解を深めませんか。
日2月16日㈫午後2時～4時
講師／石垣達也

（荏原中延クリニック医師）
人30人（先着）
場申2月5日㈮までに、電話で品川ボラ
ンティアセンター（大井1−14−1☎
5718−7172）へ

●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／22日㈪
荏原保健センター／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／3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／17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／15日㈪
問各会場

子どもが撮影した写真を展示します。
日2月3日㈬～8日㈪午前10時～午後8時
※3日は午後3時から、8日は午後5時まで。
※オープニングセレモニーは3日㈬午後3時から、授賞式は6日㈯午前
11時から。
場品川区民ギャラリー （大井町駅前イトーヨーカドー8階）
問八潮児童センター☎3799−3000
東品川児童センター☎3472−5806

しながわキッズ写真展　探した！見つけた！みんなの街しながわ

区立保育園・幼稚園では、保育体験や育児相談などを行っています。
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､ 希望の園へ
問実施園、保育課運営係☎5742−6724

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

　2月に参加できる主な事業　　　　　※保＝保育園　幼＝幼稚園

●身体測定
　02日㈫＝ 東品川保、大井倉田

保（乳児）
　03日㈬＝八潮北保（1・2歳児）
　04日㈭＝東中延保、八潮北保
　09日㈫＝西品川保
　10日㈬＝八潮西保
●節分
　03日㈬＝ 品川保、大井保、荏原

保、ゆたか保、三ツ木
保、西大井保、中延保、
北品川保、西品川保、
一本橋保、西五反田
保、清水台保、滝王
子保、二葉保、東五
反田保、南ゆたか保、
南大井保、東品川保、
小山台保、中原保、大
崎保、冨士見台保、大
井倉田保、五反田保、
水神保、平塚保、八
潮北保、八潮西保

●コーナー祭り
　04日㈭・5日㈮＝大崎保
●親子ふれあい遊び
　04日㈭＝東中延保
●保育展
　22日㈪～24日㈬
　＝五反田保
●リズム遊び
　04日㈭・18日㈭・25日㈭
　＝南大井保

●お茶会
　10日㈬＝小山台保
●あそぼう会
　18日㈭＝八潮南保
●ポップンフェスタ
　02日㈫・9日㈫＝大崎保
●作品展の見学
　25日㈭＝東大井保
●体の話＜幼児＞
　16日㈫＝中原保
●お話会＜幼児＞
　25日㈭＝中原保
●子育て相談
　01日㈪＝平塚幼　
●屋上開放
　12日㈮・26日㈮＝荏原保
●園庭開放
　月～金＝ 西品川保、冨士見台

保、東五反田保
　月・24日㈬＝のびっこ園台場
　火・木＝荏原保
　火＝西中延保
　24日㈬＝城南幼
●絵本の広場開放
　25日㈭＝西中延保
●お店ごっこ
　18日㈭＝品川保、ゆたか保
●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。

母乳相談

2月のこころの健康専門医相談

ボランティア講演会
精神障害を学ぼう

シルバーパス
70歳以上で希望する方に、都内バス、都営地下鉄、都電などを利用
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。
￥21年度区民税が課税の方　 20,510円
　21年度区民税が非課税の方　1,000円
※21年度課税でも、合計所得金額が125万円以下の方は1,000円。
問東京バス協会☎5308−6950

エンジョイ健康教室
いつまでも健康でいるために、健康体操などの勉強を楽しく行います。
日1月30日㈯午前10時～11時30分
場成幸ホーム（中延1−8−7）
人65歳以上で健康に興味のある方30人（先着）
申1月29日㈮までに、電話で成幸在宅介護支援センター☎3787−
7493へ

日2月13日㈯、3月6日㈯午前10時30分～正午（全2回）
場大井倉田児童センター （大井4−11−34）
内両親と子のふれあい遊びほか
講師／渡邊暢子（子育て支援研究センター元代表）
高杉正（遊び歌アーティスト）
人0 ～3歳児の双子と両親10組（先着）　￥1組300円
申電話で大井保健センター☎3772−2666へ

ふたごっこ集合！家族で遊ぼう

むし歯撃退教室

難病の方のための音楽療法

介護予防で生き生き過ごそう

人区内在住の65歳以上で、転倒の危険など心身に不安のある方
（抽選）
※介護認定されている方は申し込めません。
場申2月15日㈪までに、電話でさくら会（南大井5−19−1☎5753−
3900）へ

●消費生活特別電話相談
☎5718－7182
●窓口での相談も受け付けています。電話連絡
の上、お越しください
場消費者センター （大井1−14−1）

困ったときは
お電話を

若者のトラブル
110番

1月28日㈭・29日㈮
午前9時～午後4時

内容 曜日 時間 定員
水中トレーニング 水 ①9:00 ～11:00　②10:00 ～12:00 各4人
マシンでトレーニング 木 15:30 ～17:30 12人
ミニデイサービス 日 10:00 ～14:00 50人
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お知らせ
特別区民税・都民税（住民税）
の申告受付が始まります
22年度住民税の申告受付期間は、2月16
日㈫～3月15日㈪です。期間中は日曜日
も窓口を開設します。
日曜受付窓口／2月21日㈰・28日㈰、3
月7日㈰・14日㈰午前8時30分～午後5時
受付場所／141会議室（本庁舎4階）
※住民税の申告書は、2月4日㈭発送を
予定しています。
問税務課☎5742−6663 ～6

女性相談員による面接相談
1人で悩まず、ご相談ください。
法律相談／
①2月3日㈬午後1時～4時
②15日㈪午後5時30分～8時
③16日㈫午後1時～4時
カウンセリング相談／
2月26日㈮午後1時～4時
場申電話で男女共同参画センター（東大
井5−18−1☎5479−4104）へ

旗の台シルバーセンターが
利用できるようになります
　改修工事は2月28日㈰で完了し、3月1
日㈪からご利用いただけます。
　3月の夜間・日曜日の利用分について
は、2月1日㈪から高齢者いきがい課シ
ルバーセンター係で受け付けます。各部
屋の空き状況などはお問い合わせくださ
い。
問高齢者いきがい課シルバーセンター係
☎5742−6946

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。
※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。
※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。
───────共　　通───────　　通───────通───────
問都市計画課住宅運営担当
☎5742−6777

私立・国立学校などへ通学する児童
に「まもるっち」を貸与します
4月から私立・国立などの小学校に通学
する予定で希望する方に、防犯ブザー付
き緊急通報装置「まもるっち」を貸し出
します。在学生も申し込めます。
配布時期／4月上旬
申2月1日㈪～26日㈮に、入学を証明で
きる書類を持って地域活動課（第二庁舎
6階☎5742−6592）へ　※登録書には、
緊急連絡先メールアドレス（または電話
番号）の記入が必要です。  ※自宅の近
くで児童の発報があった際に駆けつけて
いただく協力者の登録も募集しています。

介護者日帰り研修
在宅介護者の孤立感解消のため、介護者
相互の交流とリフレッシュを図ります。
日2月27日㈯
午前9時15分～午後4時（荏原特別養護
老人ホーム集合・解散、往復バス）
行き先／鳩山会館、目黒雅叙園
人在宅で要支援1以上の高齢者を介護し
ている家族45人（初めての方優先）
※1家族1人。
￥1,000円　
申2月3日㈬までに、電話で荏原在宅介
護支援センター☎5750−3704へ

東品川在宅サービスセンター
介護者教室
日1月30日㈯午後1時～3時
内排せつの基礎知識
講師／青木久美子

（日本コンチネンス協会理事）
人20人程度（先着）　
場申1月29日㈮までに、電話で同セン
ター（東品川3−1−8☎5479−2946）へ

東五反田児童センターは
休館します
改修工事のため休館します。
日2月1日㈪～14日㈰
問保育課運営係☎5742−6724

不要入れ歯を回収しています
回収した入れ歯に使用されている金属を
リサイクルし、区民の方への敬老づえや
紙おむつ支給などの財源として使用させ
ていただきます。大切な役目を終えた入
れ歯、もしもどこかにしまったままでした
ら、ぜひもう一度活用させてください。な
お、ご寄付くださる入れ歯は、直接回収
BOXへ入れるか、郵送してください。
設置場所・送付先／社会福祉協議会

（〠140−0014大井1−14−1 ☎5718−
7171）

求人

さくら会非常勤職員募集
勤務日／水・土曜日
午前8時30分～午後5時30分　
※土曜日は午後のみ（シフト制）。
勤務場所／ケアセンター南大井

（南大井5−19−1）
勤務内容／水中運動指導補助
人ヘルパー2級以上の方若干名（選考）
時給／1,000 ～1,100円
休暇など／当法人の規定による
※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

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

ろば康ひ健
健康診査・がん検診 一部有料
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★は早めに予約がとれる医療機関

★検診車（品川保健センター）
日 2月15日㈪・16日㈫・17日㈬
　　　　　　 9:00 ～16:30
　 3月6日㈯　 9:00 ～11:30

★検診車（中小企業センター）
日 2月27日㈯   9:00 ～15:30

★北品川クリニック（北品川1）
日 金　13:30 ～15:00

●は3月以降の予約となります

●かしわせクリニック（中延5）
日 火・木・金　15:30 ～17:30
　　　　　 金　10:30 ～12:30

●あじさい診療所（東中延1）
日 月・水・金　11:00 ～12:00
　　　　　　　15:00 ～17:00

◆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。検診日と場所の決
定通知は、受診決定月の前月に郵送でお送
りします（申込状況などによりご希望にそえ
ない場合は、希望以外の場所で調整させて
いただきます）。

◆乳がんマンモグラフィ検診は受診券が必
要です。
申  偶数年齢の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
FAX、持参

※希望医療機関は、できるだけ多く記載し
てください。
※FAX用紙は区ホームページからダウン
ロードできます。
※区ホームページから電子申請もできます。
※各月の曜日で休診日あり。
※品川区医師会、荏原医師会、いすゞ病院、
北品川クリニック（土曜日）、武蔵野大学メ
ディカルセンター、東芝病院は申込希望が
多く、今年度は定員となっています。

○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。
品川区健康課　　〠140−8715 品川区役所本庁舎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

現在、インフルエンザ流行の影響で、
内科・小児科は大変混み合い、
電話もつながりにくい状態です。

  ������������／午後8時〜午後11時���は10時30�まで�午後11時���は10時30�まで�11時���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
 　　　　　　　　　　　　　��大学病院中��4階　　　　　　　　　　　　　��大学病院中��4階��大学病院中��4階

  ����・������・��／午前9時〜午後10時���は9時30�まで�

1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 

  ��������／午前9時〜午後5時���は4時30�まで�

1月24日�月24日�24日��

 赤沼医院 大　井 2 −21−13 ☎3772−1030
 斎藤歯科医院 東大井 3 − 1 − 4 ☎3763−3200
 皆川歯科医院 二　葉 1 −12−10 ☎5702−5888
 行方接骨院 八　潮 5 − 2 − 2 ☎3799−5809
 荒川接骨院 中　延 4 − 5 −21 ☎3787−9520

1月31日�月31日�31日��

 林医院 東大井 3 −21−12 ☎3761−7780☎3761−77803761−7780
 内川歯科医院 東大井 3 −27− 8 ☎3761−1216☎3761−12163761−1216
 鈴木歯科クリニック 豊　町 6 − 5 − 5 ☎3785−7764☎3785−77643785−7764
 目黒整骨院 上大崎 2 −15− 5 ☎3444−7796☎3444−77963444−7796
 接骨院オリーブ 旗の台 3 −14−10 ☎5498−5585☎5498−55855498−5585

  ����������／午後5時〜午後10時���は9時30�まで�午後10時���は9時30�まで�10時���は9時30�まで�

1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
 　　　　　　　　　　　　　��大学病院中��4階　　　　　　　　　　　　　��大学病院中��4階��大学病院中��4階

1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 3 − 7 −25 ☎3450−76503 − 7 −25 ☎3450−7650 − 7 −25 ☎3450−7650− 7 −25 ☎3450−7650 7 −25 ☎3450−76507 −25 ☎3450−7650 −25 ☎3450−7650−25 ☎3450−7650☎3450−76503450−7650
 品川薬剤師会薬局 北品川 3 −11−16 ☎3471−2383 3 −11−16 ☎3471−23833 −11−16 ☎3471−2383 −11−16 ☎3471−2383−11−16 ☎3471−2383☎3471−23833471−2383

内 小
薬
薬

小

内 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＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

内 小

内 小
歯
歯

骨
骨

内 小
薬

求人

医療機関� 2� ����� 2� ����※重病�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）	 ●品川���品川������

　☎5272−0303	 　☎3474−0119
●東京��庁テレホンサービス	 ●大井���
　☎3212−2323	 　☎3765−0119
●救急相談センター	 ●荏原���
　☎＃7119	 　☎3786−0119
●��救急電話相談��救急電話相談
　☎＃8000

○女性の健診、がん検診、結核検診、歯科健診などについてはお問い合わせください。
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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://）

スポーツ

ラージボール卓球教室
日2月17日～3月17日の水曜日
午前9時30分～11時30分（全5回）
場総合体育館
人30人（抽選）
￥2,500円（ボール代・保険料込）
申2月2日㈫までに、往復はがきかFAX
で教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、
経験の有無をスポーツ協会へ

6人制クラス別バレーボール大会
日2月21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。
人男子、女子
￥1チーム10,000円
連盟登録チーム5,000円
主催／品川区バレーボール連盟
申2月10日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ
※主将会議は、2月17日㈬午後7時から
総合体育館。

水泳指導員養成講習会と検定試験
内日①講習＝2月24日～3月5日の水・金・
日曜日（全5回）
②救急法講習会＝3月7日㈰
③指導実習2回と競技会実習
※①②③の全課程修了者は検定試験が
受けられます。
④検定試験＝3月22日㈷
※実技（100m個人メドレー＝男1分40
秒、女1分50秒以内、20歳から1歳ごと
に1秒加算、潜水12ｍ、立泳30秒）。
※学科（水泳基礎知識と心得、水泳指導
法、安全と保健など）。
場日野学園温水プール（東五反田2−11
−1）、総合体育館
人18 ～55歳の各種泳法にたん能で検定
合格後指導に参加できる方30人（先着）
￥2,500円（入場料・テキスト代別）
取得資格／合格者に認定証を授与、公認
指導員として品川区水泳連盟に登録
主催／品川区水泳連盟
申2月19日㈮までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

聴覚障害者と健常者の交流
ヨーガ・軽運動教室
日2月20日～3月20日の土曜日
午前9時30分～11時30分（全5回）
講師／三枝貴子（ヨーガインストラクター）
ほか
人16歳以上の聴覚障害者、健常者20人

（抽選）
￥270円（保険料込）
場申2月6日㈯までに、電話か往復はが
き、FAXで教室名、住所、氏名、年齢、
電話・FAX番号、障害の程度を戸越体育
館へ

ひとり親家庭の「親子でプリザー
ブドフラワーアレンジメント」
日2月14日㈰午後2時から
場きゅりあん（大井町駅前）
内花のデコレーション
人ひとり親家庭の親子20人（先着）
￥5歳以上の方1人1,000円
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申1月27日㈬までに、電話で子育て支援
課☎5742−6589へ

家庭教育支援講座（思春期～青
年期）子どもから大人へ
思春期を越えて育ちあう親子関係

場荏原文化センター （中延1−9−15）
人区内在住か在勤で、小学5年生以上の
お子さんの保護者、育児に興味のある方
30人（抽選）
託児／2歳～就学前のお子さん15人　

（おやつ代400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2月5日㈮までに、往復はがきかＥメー
ル（携帯電話からは不可）で、講座名、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、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）・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

そうだったのか！身の丈の底ぢから
しながわチャレンジセミナー
セカンドライフに向けた仲間づくりやボ
ランティア、コミュニティビジネスにつ
いて楽しく考えてみませんか。
日2月6日㈯午後2時～5時
場講堂（第三庁舎6階）
内講演会、座談会
講師／吉永鴻一（お父さんお帰りなさい
パーティー推進センター長）ほか
人地域活動に興味がある方150人（先着）
申電話で高齢者いきがい課☎5742−
6733へ

みどりの園芸講座
クマのトピアリー作り
日2月27日㈯
午前コース＝10時～正午
午後コース＝1時30分～3時30分
場災害対策本部室（第二庁舎4階）
講師／原由紀子（生活園芸家）
人各50人（抽選）
￥各1,000円（教材費）
申2月5日㈮までに、往復はがきで講座
名、コース、住所、氏名、電話番号を水
とみどりの課みどりの係（〠140−8715
品川区役所☎5742−6799）へ

学校図書館ボランティア養成講座
実務講座
日2月16日㈫①午前10時～11時30分
②午後1時30分～3時
内本の簡単修理の仕方
人学校図書館で活動されているボラン
ティアの方（予定も可）各15人（抽選）
場申2月5日㈮（必着）までに、往復は
がきかEメールで講座名、番号、参加者
全員の住所・氏名・電話番号、活動して
いる方は施設名（予定も可）を品川図書
館（ 〠140−0001北 品 川2−32−3☎
3471−4667 tshina@city.shinagawa.
tokyo.jp）へ

日曜サークル運営スタッフを
募集します
日曜サークルは、軽度の知的障害のある
方の「仲間づくり」と「余暇活動」の支
援をめざして活動しています。
内日①原則として月1回程度の日曜日に
開催するサークル（年間14回）
②サークル運営のための打ち合せ・会議
など（年間数回）
※活動費の一部を区が負担します。
人20 ～60歳くらいで年間を通して活動
でき、障害者の活動支援に理解や関心の
ある方10人程度（選考）
申2月5日㈮までに、電話かはがき、FAX、
Eメールで「日曜サークルスタッフ」とし、
住所、氏名、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
※2月17日㈬か19日㈮①午後3時～5時
②午後6時30分～8時のうちいずれかで
説明と面談を行います。

環境学習講座
幕末の御台場埋め立てと品川宿
江戸時代、御台場の埋め立てにあたり品
川宿を突っ切って御殿山の土が運ばれた
史料から当時の品川の様子や環境問題に
ついてお話しします。
日2月14日㈰午後2時～4時　
場品川歴史館（大井6−11−1）
講師／冨川武史（品川歴史館学芸員）
人50人（先着）
申2月8日㈪（必着）までに、往復はが
きかFAXで講座名、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

●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��在�の方区内在住�在��在�の方

平成22年
（2010）
1/21情報館 キッズクラブ、シニアクラブ、健康ひろばは4�5ページです

スポーツ

講座・講演

●税理士による無料申告相談
　 小規模納税者の方の所得税・消費税、給与所得者・年金所得者の方の所得税の無料申告
相談を行います。なお、土地・建物・株式などの譲渡所得のある場合、所得金額が高額
な場合、相談内容が複雑な場合は、ご遠慮ください。

　 ※混雑する場合には、早めに受付を締め切ることがあります。
 

　 ※受付時間は午前10時～11時30分、午後1時～3時30分。

●税理士による年金等申告指導相談会
　 国民年金や厚生年金などを受給している方の申告指導相談会を行います。
　 ※給与・年金以外の所得がある場合は、ご遠慮ください。

　 ※受付時間は午前9時30分～11時30分、午後1時～3時30分。

日程
（全4回） 内容・講師

2月25日
㈭

自立するころ、心と身体の居場所探し
久田邦明（神奈川大学講師）

3月4日
㈭

思春期外来の現場から
北島晴夫
（あいあいキッズクリニック院長）

3月11日
㈭

あなたの心は何色？色彩心理学入門
末永蒼生（ハート＆カラー主宰）

3月18日
㈭

豊かな感情がつなぐ人間関係
青木みのり
（日本女子大学心理学科准教授）

※時間は午前10時～正午。

税 のたより
21年分所得税確定申告の税務署窓口での相談と
申告書の受付は、2月16日㈫〜3月15日㈪です。

問品川税務署☎3443−4171
　荏原税務署☎3783−5371

管轄 会場 日程
品川

税務署 きゅりあん（大井町駅前） 2月3日㈬～5日㈮・8日㈪～10日㈬月3日㈬～5日㈮・8日㈪～10日㈬
12日㈮・15日㈪・16日㈫

荏原
税務署

荏原第五区民集会所（二葉1−3−37）1−3−37）−3−37）3−37）−37）37）） 2月4日㈭・5日㈮月4日㈭・5日㈮
荏原第四区民集会所（中延5−3−12）5−3−12）−3−12）3−12）−12）12）） 2月8日㈪・9日㈫月8日㈪・9日㈫
荏原文化センター （中延1−9−15）1−9−15）−9−15）9−15）−15）15）） 2月10日㈬・12日㈮月10日㈬・12日㈮

管轄 会場 日程
品川

税務署 きゅりあん（大井町駅前） 2月2日㈫月2日㈫2日㈫日㈫

荏原
税務署 荏原文化センター （中延1−9−15）1−9−15）−9−15）9−15）−15）15）） 2月2日㈫・3日㈬月2日㈫・3日㈬

区では、歩く途中でちょっと一休み
できる ｢しながわお休み石｣ を設置
しています。お休み石には、設置協
力者の名前や記念のメッセージを刻
んだ記念プレートを取り付け、皆さ
んの善意を目に見える形で残すこと
ができます。
協力金／50,000円　
設置場所／バス停や坂道など　
※設置場所は指定できません。
申2月5日㈮までに、はがきに ｢お休
み石｣ とし、住所、氏名または団体名、
電話番号、申込の理由を都市計画課
計画調整担当（〠140−8715品川区
役所☎5742−6760）へ

2月1日㈪は特別区民税・
都民税（普通徴収）
第4期分の納期限です

　便利で安心な口座振替や24時間
対応のコンビニでの納付もできま
す。ご利用ください。
　納期限を過ぎると、督促状が送付
されることがあります。
問税務課☎5742−6669

●	還付申告の方は、1月から提出す
ることができます

●自書申告を推進しています
　 申告納税制度の趣旨から、確定申告書
などの提出書類を自分で正しく作成する
「自書申告」を推進しています。確定申
告書などを作成する方のために、「申告
書作成会場」を設けて、国税庁ホームペー
ジを利用したパソコンでの申告書作成を
中心としたアドバイスを行っています。

●	国税庁ホームページで申告書の作
成・電子申告ができます
　http://www.nta.go.jp
　 国税庁ホームページの「確定申告書等作
成コーナー」で作成した所得税の申告書
などのデータを使い、そのまま電子申告
できます。また、印刷して郵送などによ
り提出することもできます。

しながわお休み石
設置協力者募集
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環境学習講座「乾いた大地のペ
ンギン‘マゼランペンギン’」
南米の雪や氷のない場所で子育てするマ
ゼランペンギンと人の暮らしの話です。
日2月21日㈰午後2時～4時　
講師／鎌倉文也（ペンギン写真家）
人30人（先着）
場申2月15日㈪（必着）までに、往復は
がきかFAXで講座名、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 第 二 庁 舎3階 ☎・Fax5742−
6533）へ

ストップ・ザ・メタボ料理教室
中華料理編
日2月7日㈰午前11時30分～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内棒ギョーザ、中華サラダ、酸

さん

辣
らー

湯
たん

、生
しょう

姜
が

ご飯、杏
あん

仁
にん

豆腐
人30人（先着）　￥800円
主催／品川栄養士会
申2月2日㈫までに、電話で健康課健康
づくり係☎5742−6746へ

品川区民芸術祭の区民参加イベン
トに出演しませんか

「品川区民芸術祭」の区民参加イベント
（旧文化フェスティバル）に参加する団
体などを募集します。企画・進行は出演
者による実行委員会で、4回程の打ち合
せを開催し、公演していきます。

場きゅりあん（大井町駅前）
※軽音楽・ロック部門は六行会ホール（北
品川2−32−3）。
人文化・芸術活動を行っているアマチュ
アの区民のグループまたは個人。各部門
20団体・個人（抽選）
※団体を優先する場合があります。

申2月10日㈬までに、往復はがきかEメー
ル（携帯電話からは不可）に「区民参加
イベント」とし、部門、演目、内容、人数、
活動場所、指導者氏名、団体名、代表者
の住所・氏名・電話番号を文化スポーツ
振 興 課 文 化 振 興 係（ oubo-bunka@
city.shinagawa.tokyo.jp）へ
※1人の方が複数の部門・団体へ出演する
ことはできません（個人・団体名、代表者
名を変えての重複の申し込みは無効）。
説明会・第1回実行委員会／2月16日㈫
午後7時から、中小企業センター（西品川
1−28−3）

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

施設名・電話 5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 6日㈭

日光しながわ光林荘
☎0288−54−0988     

10日㈪～13日㈭・17日
㈪～20日㈭・24日㈪～
27日㈭・31日㈪

●対象　区内在住か在勤の方が利用できます。
●申し込み（5月分）　2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時〜午後5時
（施設は営業日の６時まで）

●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（5月分）　2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時30分〜午後7時
（土曜は6時30分、日曜・祝日は６時まで）

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。

ご家族・お仲間で保養所をご利用ください 抽選にもれた方も空き室の問い合わせを！

催　し ★

★

家庭用電気式生ごみ処理機
購入費の一部を助成します

集合住宅などにお住まいの方でも使用できる家
庭用電気式生ごみ処理機の購入費を助成します。

人区内在住で、家庭用電気式生ごみ処理機を購
入予定の方
※購入日から3カ月を経過していない方も対象
となります。
助成額／本体購入価格の3分の1（限度額2万円）
申はがきに「生ごみ処理機」とし、住所、氏名、
電話番号、購入予定金額を品川区清掃事務所（〠
141−0032大崎1−14−1☎3490−7705）へ
※区ホームページから電子申請もできます。
助成方法／助成の決定通知が届いた後、販売店
などで発行された領収書か区指定の証明書を添
えて申請

文化センター5館（五反田�荏原�東品川�旗の台�南大井）で活動している団体が、
初めて合同による発表会を開催し、日ごろの活動の成果を披露します。
日1月31日㈰午前10時30分～午後4時30分
内ダンス、楽器演奏、民謡、合唱など
場・観覧方法／当日、荏原文化センター（中延1−9−15☎3785−1241）へ
※車でのご来場はご遠慮ください。

文化センター五館フェスティバル第1回

　　　新型インフルエンザのワクチン接種を行っています

●ワクチン接種の最新情報は区ホームページでご案内しています
問品川区新型インフルエンザ相談センター☎5742−6704　（月～金曜日　午前9時～午後5時）

●現在は優先接種対象者が
　接種を受けられます
　優先接種対象者

　●インフルエンザ患者を診る医療従事者
　●妊婦
　●基礎疾患がある方
　●1歳～高校生に相当する年齢のお子さん
　●0歳児の保護者
　●優先接種対象のうち身体上の理由で接種を受け

られないお子さんの保護者など
　●65歳以上の方

　○優先接種対象者以外の方の接種開始時期は、
　　　区ホームページなどでお知らせします。

●接種方法
インフルエンザワクチンを接種できる医療機関へ予
約後、指定された日時に接種してください。かかり
つけ医がある方はかかりつけ医にご相談ください。
※優先接種対象者は優先接種対象を証明する書類が
必要です。

●接種費用
全国一律です。
1回目＝3,600円　
2回目＝1回目と同じ医療機関の場合　2,550円 
　　　  1回目と別の医療機関の場合　3,600円

●接種費用の助成
品川区では優先接種対象者（医療従事者を除く）に接種1回に
つき1,500円を助成しています。
※生活保護受給者の方は無料で接種できます。
※優先接種対象者以外の方は未定です。

　区内の医療機関（一部を除く）で接種する場合
　医療機関で、接種費用から助成金額を差し引いた額を支払う

　区外の医療機関で接種する場合
　1．医療機関で全額支払う
　2． 申請書に接種済証と領収書の写しを添付し、健康課（本

庁舎7階）、品川保健センター、大井保健センター、荏原
保健センターへ持参、または保健予防課（〠140−8715
品川区役所）へ郵送

　3．後日、口座へ振り込み

部門 公演日
子ども部門（中学生ま
での芸能、ダンスなど）

8月22日㈰
午後1時30分から

芸能部門（日舞など芸
能一般）

8月29日㈰
午後1時30分から

ダンス部門（洋舞を中
心とした創作ダンス）

9月5日㈰
午後1時30分から

軽音楽・ロック部門（太
鼓、ハワイアンロック
などの軽音楽）

9月11日㈯
午後2時から

邦楽部門（琴、尺八、
三味線など）

9月11日㈯
午後1時30分から

クラシック音楽部門（ク
ラシック、シャンソン、
吹奏楽などの演奏・歌唱）

9月12日㈰
午後1時30分から

空き缶を2本回収機に入れると1ポイントがもらえ、500ポイントで500円
分の区内共通商品券と交換できます。
稼働時間／月～金曜日午前11時～午後5時
場街道松の広場（南品川1−8）　※23日㈯午後1時からオープニングセレ
モニーを開催。ご来場の方にはエコバッグを差し上げます。
問品川区商店街連合会☎5498−5931

1月23日㈯に
空き缶回収機「エコスポット」を
新たに設置します



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。

● 健康センター・総合体育館の教室
● 区の有償頒布物など
● 消費生活展
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　区民の皆さんに、区の現状や課題、施策など
をお知らせし、お住まいの地域に持ち帰って地
域の自主的な活動に役立てていただきます。
　また、区政についての意見や要望、質問など
を寄せていただき、「輝く笑顔　住み続けたいま
ち　しながわ」の実現に向けて、区とともに考
えることを目的とした制度です。

区政モニターを募集します
皆さんは区政について関心を持ったことがありますか。自分の住むまちのことをもっと知りたい、
もっと良くしたい、と思っている方、区政モニターとして “しながわのまちづくり” に参加しませんか。
　　　　　  広報広聴課区政モニター担当（〠140－8715品川区役所本庁舎5階☎5742－6613）

区政モニター制度とは

活動を通じて、区政が身近になり、
考えがわかるようになりましたか

人21年4月以前から区内にお住まいで20歳以上の方40人（選考）
任期／2年（4月1日～24年3月31日）
申2月12日㈮（消印有効）までに、申込用紙を広報広聴課へ郵送か持参
※区ホームページから電子申請もできます。
申込用紙配布場所／広報広聴課、区政資料コーナー （第三庁舎3階）、地域セン
ター、文化センター、図書館など
※区ホームページからダウンロードもできます。

区政モニターの応募方法

あなたと一緒にしながわのまちづくり

現区政モニターの皆さんへのアンケート結果（回答者32人）

モニター集会で得た情報などから、
地域での活動に参加したものベスト3

活動を通じて、
区政に関心が深まりましたか
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● 区の姿勢、努力がわかり、区政に協力・
参加したいと思った

● 区で有益な行事を企画、実行しているこ
とがわかった

● ここで得た情報を、町会活動に役立てる
ように努力したいと思った

● もっと多くの区のことを知りたいと思う
ようになった

● モニターや区民の声を、区がよく吸い上
げてくれていると思った

● 行政と区民との意識の差が大きいことが
わかったが、発言の機会を得てよかった

主な意見

問い合わせ

区政モニターの活動内容 ●モニター集会（年5回程度）※保育有り。
●施設見学会（年1・2回程度）
●モニターアンケート（随時）
●モニター通信（随時）

2年間の区政モニター活動を紹介します

　区政モニター集会
事前に行うアンケートをもとに、皆さんの関心の高い内容をテーマとして取
り上げ、区の施策や課題を説明します。その後、グループ討議などを行い、
そこで話し合われた区政への意見・要望を発表していただきます。

●21年度
　 テーマ  「21年度の主な施策と財

政状況」
 「清掃・ごみ減量リサイクル」
 「今後のまちづくり」
 「文化・スポーツ」
　解嘱式（濱野区長との懇談）

●20年度
　委嘱式（濱野区長との懇談）
　テーマ 「安全・安心のまちづくり」
 「介護保険・介護予防」
 「品川区長期基本計画」
 「広報の充実」

　施設見学会〜百聞は一見にしかず
主に区内の公共施設をバ
スで見学し、施策への理
解を深めるための催しで
す。21年6月19日㈮には

「ヘルスケアタウンにしお
おい」で福祉施設の現場
の話を聞き、9月3日㈭に
は勝島運河・しながわ花
海道の取り組みなどを見
学しました。

　モニター通信
モニター専用の用紙と封筒を差し上げます。区政についての意見・
要望・質問などを記入して、区役所に郵送（FAX）をお願いします。
また、区のイベントなどに参加していただき、体験した感想や改
善への提案などをモニター通信としてお寄せいただきます。

　モニターアンケート
区の施策や課題などについてのアンケートをお願いしています。

濱野区長と意見交換（20年5月）

グループ討議（21年7月）

しながわ花海道の見学（21年9月）

区政モニターを経験して
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（複数回答）


