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ごみ減量・資源の有効活用をはかり、地
球温暖化防止を推進するために、リサイ
クルショップ「リボン」では、「ものを
大切に使おう」をテーマにまだまだ役に
立ちそうなものをお預かりして必要とす
る方へ販売しています。お気軽にお越し
ください。

リサイクルショップ「リボン」は、
NPO法人エコタウンしながわが
品川区の協力を受けて
運営しています。

リサイクルショップ

お気に入り
見つけた！

■大井町店は4月1日に仮店舗へ移転します
品川区役所庁舎の耐震改修工
事に伴い、大井町店は、仮店
舗で営業します。
移転期間／4 ～10月（予定）
移転先／東品川2－3－2　
東品川清掃作業所2階
交通／天王洲アイル駅徒歩1分
※電話番号などは、決まり次
第、区ホームページなどでお
知らせします。

旗の台店
所在地／旗の台5－13－9
電話／5498－7803
交通／旗の台駅南口徒歩1分
営業時間／午前11時～午後7時
※祝日、最終日曜日は午後5時まで。
定休日／水曜日
取扱商品／衣類（婦人服、紳士服、
子ども服）、服飾雑貨、日用品、陶
漆器など
※衣類はクリーニング済み、また
は家庭で洗濯・アイロン掛け済み
のもの。
●旗の台店では買い取りもしてい
ます。

大井町店

所在地／広町2－1－36
（区役所第三庁舎）
電話／5742－6933
交通／下神明駅・大井町駅徒歩7分
営業時間／午前11時～午後5時30分
定休日／水曜日
取扱商品／大・中・小家具、イン
テリア用品、贈答品類（陶漆器、
家庭用品、タオルセットなど）など
※お預かりした商品を販売するほ
か、粗大ごみで出された再利用でき
る家具などの販売も行っています。
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出品の仕方　両店共通です。詳しくは各店へお問い合わせください。
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移転に伴い、2月14日㈰～
4月3日㈯は商品のお預か
りを中止します。

売れた品物の精算をしま
す。販売実費として売上
商品価格の40％を手数
料としていただきます。

店内へ商品として4週間
展示します。

1人1回20点までです。価格（1点につき30,000
円まで）はスタッフと相談して決めます。また、
出品時に1点につき預かり手数料100円をいた
だきます。家具などは別に保証金を預かります。

出品できるのは18歳以上の方（区
外の方も可）です。登録時には
住所の確認できるもの（保険証、
免許証など）が必要になります。

出品 展示 精算

問い合わせ　　環境課清掃担当☎5742－6843

返品はできませんので、
置く場所のサイズを

測ってからお越しください。

季節に合わせた
催事が人気です。
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第1号被保険者の国民年金保険料については、免除や納付猶予の制度が
あります。申請に必要な書類はそれぞれ異なります。詳しくはお問い合
わせください。
届け出先／国保医療年金課国民年金係（本庁舎4階）

種類 対象となる方・場合
全額免除

一部免除（一部納付）本人・世帯主・配偶者の前年所得＊1が基準額以下の場合

若年者納付猶予 30歳未満で、本人・配偶者の前年所得＊1が基準額以下の場合
学生納付特例 学生＊2で、本人の前年所得＊3が基準額以下の場合

法定免除 ①障害基礎年金1・2級を受給している方
②生活保護（生活扶助）を受給している方

＊1　1～6月に申請する場合は前々年所得です。
＊2　認められない学校があります。事前にお問い合わせください。
＊3　1～3月に申請する場合は前々年所得です。
※失業や災害などで支払いが困難になった方は、所得に関係なく免除になる場合が
あります。

保険料免除や納付猶予の承認を受けた場合は、全額納付したときに比べ年金受
給額が減額されますが、最大10年以内であれば追納（さかのぼって保険料を支
払うこと）することができ、追納すれば全額納付期間として算定されます（3
年度目から当時の保険料に一定の額が加算されます）。

国民年金知って
安心

●デイサポートの補助　
障害児（者）施設で、遊び相手や見守りをします。
日週1回（月～金曜日）
14:00～19:00のうち2時間程度
場しいのき学園（東品川3）
●見守りと話し相手
高齢者施設で利用者の話し相手と見守りをします。
日週1回（月～木曜日）15:00～16:00
場たゆらか倶楽部（中延2）
●音楽ボランティア
高齢者施設で利用者と童謡を歌ったり、楽器を演奏します。
日曜日・回数は相談で　13:30～14:30
場デイサービスセンター大森（南大井6）
●リネン交換
高齢者施設で利用者が使用するシーツや布団カバーの交換を
手伝います。
日週1回（月・木・金曜日）9:30～11:30
場中延特別養護老人ホーム（中延6）
●食事手伝い
食事の盛り付けや、お茶入れ、配ぜんなどをします。
日曜日・回数は相談で
①7:00～8:00　②9:00～11:30　③18:00～19:00
場荏原特別養護老人ホーム（荏原2）

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回につき、1ポイント（年間
50ポイント限度）を付与していま
す。ためたポイントは区内共通商
品券との交換か福祉施設などに寄
付できます。事前にボランティア
センターで申し込みが必要です。
登録者には「はつらつカード」を
発行します。
ボランティア対象施設／／
区が指定する高齢者施設、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まれます）。
※詳しくはお問い合わせください。
人区内在住でおおむね60歳以上
の方

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

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/

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

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、
福祉車両（車いすごと乗れる車両）の
運転など
人18歳以上の方
謝礼／1時間700円（交通費支給）
●協力会員募集説明会
日2月24日㈬14:00～15:30
場参当日、社会福祉協議会（大井1－
14－1）へ

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/

ポ

ポ

ポ

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。

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

日本に住む20歳以上60歳未満の方は全員国民年金に加入します。加入者
は次の3種類に分けられます。

自営業、学生、アルバイトの方など
保険料（21年度は月14,660円）は、加入者本人が
納めます。
厚生年金や共済組合などに加入している会社員・公
務員など
保険料は、給与から差し引かれます。
第2号被保険者に扶養されている配偶者
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組
合などが負担するため、個人で納める必要はありま
せん。

○65歳になったとき
　老齢基礎年金
○万一のとき
　障害を負ったときの障害基礎年金
　 夫が死亡し、子がいるときの遺族基礎年金
　 ［そのほか、寡婦年金、死亡一時金の制度もあります］

※受給要件など詳しくはお問い合わせください。

　

　

第1号
被保険者

第2号
被保険者

第3号
被保険者

ポ

青色のはつらつカードを
お持ちの方は2月27日㈯
までにポイントを交換し
ないと、無効になります
21年12月までの活動でためた
ポイントは、必ず2月27日㈯ま
でに交換してください。
※50ポイントたまっていなくて
も交換できます。
交換方法／
2月27日㈯までの午前9時～午
後5時に、青色の「はつらつカー
ド」を品川ボランティアセン
ター（大井1ー14ー1）へ持参
○街のコンシェルジェのポイン
トは交換の必要はありません。

国民年金の加入者は3種類に分かれます 受け取る年金の種類は？

○年金を受け取るための条件
年金を受け取るためには、次の①～③の合計期間が25年（300月）以上
あることが必要です。
①保険料を納めた期間（第2号被保険者であった期間を含む）
②第3号被保険者であった期間
③ 全額免除・一部免除（一部納付）＊4・若年者納付猶予・学生納付特例
を受けた期間

＊4　一部免除（一部納付）の期間は、一部納付保険料を納付した場合のみ。

25年に満たない方は……ご確認ください
下記の期間も合わせて25年以上あれば、受給できます（年金受給額
には反映されません）。詳しくはお問い合わせください。
いずれも20歳以上60歳未満で
● 昭和61年3月以前に、第2号被保険者の配偶者が国民年金に任
意加入しなかった期間
● 平成3年3月以前に、学生が国民年金に任意加入しなかった期間
● 海外に住んでいて国民年金に任意加入しなかった期間　　など

65歳になったときの老齢基礎年金保険料を納められないときにはご相談ください
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接種を希望するすべての方が接種を受けられるよ
うになりました

●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。
※接種費用の助成を受けるには、優先接種対象者＊
は優先接種を証明する書類が必要です。生活保護
受給者はお問い合わせください。

●接種費用
全国一律です。接種回数は、接種医にご確認くだ
さい。
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回目と違う医療機関の場合　3,600円

費用助成対象となるのは3月31日接種分までです
優先接種対象者＊（医療従事者を除く）
＝接種1回につき1,500円
生活保護受給者＝接種費用の全額
○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（北品川3－
11－22）、大井保健センター（大井2－27－20）、荏
原保健センター（荏原2－9－6）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

新型インフルエンザワクチン接種を行っています新型インフルエンザワクチン接種を行っています

新型インフルエンザワクチン接種の問い合わせ

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

　老後の生活や万一のときに備えて、お互いに助け合うための制度が国民年金です。そ
の年金を確実に受け取るためには、国民年金の制度をよく知っておくことが大切です。
　今号では、老齢基礎年金の受給要件や年金額を増やせる任意加入、保険料の免除制
度についてお知らせします。

国保医療年金課国民年金係
　☎5742－6682～4
品川年金事務所
　☎3494－7831

　社会保険庁が廃止され、「日本年金機構」が公的年金
の運営業務を引き継ぎました。これまで社会保険庁や社
会保険事務所から送っていたお知らせなどは、内容によ
り、厚生労働省または日本年金機構から送付します。

　また、社会保険事務所は「年金事務所」に名称が変わ
りましたが、年金相談などの窓口として引き続きご利用
いただけます。
問い合わせ／／品川年金事務所☎3494－7831

22年1月から
「日本年金機構」
がスタートしました

月々支払う保険料（21年度は月14,660円）に
月額400円を上乗せして納付すると、1年間に
受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せさ
れます。利用には届け出が必要です。
対象／第1号被保険者、65歳未満の任意加入
している方
※国民年金基金に加入中の方は利用できませ
ん。
付加年金受給額／
年額＝200円×付加保険料納付月数

付加年金をご存じですか

接種方法

接種費用

接種費用の助成

＊621年4月分からの
保険料免除月数 ［Ｂ］×

＊521年3月分までの
保険料免除月数 ［Ａ］× ＋保険料納付済月数 ＋

＊7加入可能年数×12カ月
792,100円

（21年度満額）×
受給年額＝

○60歳以上65歳未満で次のいずれかにあて
はまる方
●年金を受け取るための期間が足りない方
（昭和40年4月1日以前生まれの方は、特例
で70歳まで加入できます）
●年金受給額を満額に近づけたい方
※厚生年金・共済組合に加入している方は、
加入できません。

○海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国
籍の方で年金の受給額を満額に近づけたい方
国外転出の住民票の届け出をすると第1号
被保険者の方は、自動的に資格が喪失しま
す。任意加入し、保険料を納付すると、年
金受給額が増額されます。　※海外在住期間
に任意加入していた方が日本に戻ってきたときは、
第1号被保険者に切り替える手続きが必要です。

年金を受け取るための期間が足りないときや年金額を増やしたいとき

＊5   21年3月分までの免除を受けた期間がある方は、 免除の種類により［Ａ］に次の割合［全部免除は1/3、3/4免除は1/2、半額
免除は2/3、1/4免除は5/6］をあてはめて計算してください。　　　

＊6   21年4月分から免除を受けた期間がある方は、免除の種類により［Ｂ］に次の割合［全部免除は1/2、3/4免除は5/8、半額免
除は3/4、1/4免除は7/8］をあてはめて計算してください。

＊7  昭和16年4月2日以降生まれの方の加入可能年数は40年となり、480カ月となります。

20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納付した方は、65歳から満額の老齢基礎年金が受けられます。老齢基礎年金は次のように計算されます。
60～64歳の繰上げ受給（減額）や66歳以降の繰下げ受給（増額）もあります。

任意加入制度があります。届け出した月からの加入になります。届け出に必要な書類につい
ては、お問い合わせください。

○60歳以上65歳未満で次のいずれかにあ
てはまる方

○海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本
国籍の方で年金の受給額を満額に近づけたい方

受け取る年金額は？
年金を受け取るためには請求手続きが必要です。

詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ

＊優先接種対象者とは
○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



●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22年
（2010）
2/11

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

会場 内容
旗の台児童センター
（旗の台5－19－5☎3785－1280）

モロッコ料理「世界の最小パ
スタ、クスクスと煮込み料理」

冨士見台児童センター
（西大井6－1－8☎3785－7834） イタリア料理「生パスタ」

中原児童センター
（小山1－4－1☎3492－6119）

韓国料理「ビビンクッス、ム
ルクッス」　※韓国舞踊付き

東大井児童センター
（東大井1－22－16☎3471－1070） ベトナム料理「米めん」

八潮児童センター
（八潮5－10－27☎3799－3000） 日本料理「手打ちうどん」

日2月16日㈫午前10時30分～午後1時
人0～5歳のお子さんと保護者各20組（先着）
￥1組各300円（材料費）
申2月13日㈯までに、費用を持って会場へ

①光の実験～白い光の正体を探ろう
実験を通して光とLEDについて学び、環境にやさし
い照明の利用を考えます。

日3月7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／久保利加子
（科学技術振興機構理科大好きボランティア講師）
申込締切日／／2月22日㈪（必着）
②生きものについてもっと知ろう
聴診器を使って木の音を聴いたり、土の中にいる虫
を観察します。
日3月14日㈰午前10時～正午
場しながわ中央公園（区役所前）ほか
講師／平沢信夫（環境カウンセラー）
申込締切日／／3月1日㈪（必着）
̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ 　̶ 共　　　通　 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶
人小学生①25人　②20人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
申各申込締切日までに、往復はがきかFAXに「光」か
「生きもの」とし、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。

日時 会場 内容・講師
①3/13㈯
11:00～
14:00

きゅりあん
（大井町駅前）

かんたん！「グラタン」料理
須藤明美
（品川栄養士会管理栄養士）

②3/20㈯
13:00～
16:00

荏原文化センター
（中延1－9－15）

おいしい！「肉まん」料理
田口道子
（料理研究家）

人小学生と父親各15組（抽選）
￥1組①1,000円　②800円（材料費）
申2月25日㈭までに、往復はがきかEメール（携帯
電話からは不可）に「パパズプログラム」とし、番号、
参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号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

食からの子育て支援
親子で楽しもう　世界のめん料理

医療機関の24時間案内
●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 ●品川消防署　☎3474－0119
●救急相談センター　☎＃7119 ●大井消防署　☎3765－0119
●小児救急電話相談　☎＃8000 ●荏原消防署　☎3786－0119

パパズプログラム
お父さんと小学生のクッキング体験

子ども環境学習講座

介護予防として、毎日の生活の中で必要な筋力をつけて、転倒を防
いだり、体操などを通して、顔見知りを増やしませんか。
日4～9月（全25回）
人区内在住で65歳以上の方（先着）
￥1回200円　※③は昼食代別。
申電話で会場へ
問高齢者いきがい課☎5742－6733

いきいき長生きするためにはじめよう

①身近でトレーニング（2時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

荏原在宅サービスセンター
（荏原2－9－6☎5750－3708） 土 13:30 15人

中延在宅サービスセンター
（中延6－8－8☎3787－2137） 水 15:20 12人

戸越台在宅サービスセンター
（戸越1－15－23☎5750－1052） 水 13:30 15人

西大井在宅サービスセンター
（西大井2－4－4☎5743－6125）

水
10:00 各15人

土
大崎在宅介護支援センター
（大崎2－7－13☎3779－2981） 木 13:30 10人

②マシンでトレーニング（2時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

西五反田在宅サービスセンター
（西五反田3－6－6）
申さくら会（西五反田）☎5434－7831

木
9:30

各8人
13:30

東品川在宅サービスセンター
（東品川3－1－8☎5479－2946）　 月 11:15 10人

デイサービスセンタードゥライフ品川
（南品川5－3－10☎3450－8164） 火 13:00 10人

八潮在宅サービスセンター
（八潮5－10－27☎3790－0344） 水 15:00 10人

③予防ミニデイ（4時間程度）　　　　　　　　　　　　 　 　　＊全12回
会場 曜日 開始時間 定員

大井在宅サービスセンター
（大井4－14－8☎5742－2721） 土 10:00 10人

西大井在宅サービスセンター＊
（西大井2－4－4☎5743－6125） 第2・4日 10:00 30人

デイサービスセンター八潮陽だまり＊
（八潮5－2－2☎3799－3077）

第1・3土
10:30 各

15人第2・4土
八潮在宅サービスセンター
（八潮5－10－27☎3790－0344） 土 9:30 10人

西五反田在宅サービスセンター
（西五反田3－6－6）
申さくら会（西五反田）☎5434－7831

土 10:00 15人

（4）

日2月25日㈭午後2時～4時
講師／／矢沢宏之
（教育サポートセンターNIRE相談員）
人ひきこもりの問題を抱える家族30人
（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772
－2666へ

日3月6日㈯午前10時～正午
内講演「考えてみよう!生活支援」
講師／／ボーン・クロイド
（おいてけ堀協会会員）　
人精神保健福祉活動に関心のある方
30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474
－2904へ

ひきこもり講演会～就労支援について

＝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！

小内
薬

小

  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）

2月11日㈷
14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）

2月11日㈷

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　さとう歯科クリニック 東大井 5 －14－14 ☎3472－6060
　　　平田歯科医院 豊　町 5 － 1 －12 ☎5498－1260
　　　滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496
　　　せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161

2月14日㈰

　　　内科鈴木医院 西大井 6 － 7 － 6 ☎3772－2160
　　　仙田歯科医院 東大井 5 －14－20 ☎3472－2978
　　　大岡歯科医院 東中延 1 －11－13 ☎3781－6285
　　　清水接骨院 大　崎 2 － 6 －19 ☎3779－6183
　　　昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は9時30分まで）

2月13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

2月20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

内 小

薬
薬

小内

歯

骨

歯

小

骨

内

歯

骨

歯

小

骨

内

ろば康ひ健

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、電話がつな
がりにくい状況です。

精神保健サポート講演会～いま私たちにできること

※重病の方は119番をご利用ください。



22年度特別区職員採用試験
●Ⅰ類試験
試験案内発表／3月10日㈬
申込締切日／4月14日㈬
1次試験／5月9日㈰
主な受験資格（Ⅰ類）／
①事務・技術（土木造園・建築など）
22～27歳の方
②福祉など専門的な職種
22～29歳で、必要な資格・免許を有す
る方
③保健師
22～39歳で保健師免許を有する方
※年齢は23年3月31日現在。
※詳しくは、HP www.tokyo23city.or.jp/
saiyou-siken.htmをご覧ください。
●そのほかの採用試験
①Ⅲ類・経験者採用
試験案内発表／6月16日㈬
1次試験／9月12日㈰
②身体障害者採用
試験案内発表／8月6日㈮
1次試験／10月11日㈷
－－－－－－－－－－　 共　 通　－－－－－－－－－－
問特別区人事委員会事務局任用課
☎5210－9787

視聴覚機器などを貸し出します
宝くじ自治総合センターの助成金で、
かき氷機とプロジェクターなどの視聴
覚機器などを整備しました。町会・自
治会が行う地域行事などにご利用くだ
さい。
問地域活動課地域運営係
☎5742－6690

21年度私立幼稚園補助金の
申請は3月2日㈫までに
人私立幼稚園にお子さんを通園させて
いる保護者で、21年度補助金の申請書
を提出していない方
※途中入園や転入の方を含む。
申3月2日㈫（必着）までに、保育課で
配布している申請書を同課保育計画係
（〠140－8715品川区役所☎5742－
6723）へ郵送か持参

都市計画審議会
日2月18日㈭午後2時から
場災害対策本部室（第二庁舎4階）
内東品川四丁目地区地区計画の変更
（東品川3丁目・東品川4丁目各地内）
人20人（先着）
傍聴方法・問当日、午前8時30分～午
後1時30分に都市計画課（本庁舎6階☎
5742－6760）へ

介護者教室
日2月27日㈯午後1時30分～3時
内ビデオで学ぶ成年後見制度
場東大井倶楽部（東大井5－8－12）
人25人（先着）
共催／／市民後見人の会〔区との協働事業〕
申2月26日㈮までに、電話で南大井第
二在宅介護支援センター☎5767－
0625へ

予備自衛官補（一般・技術）
募集
受付期間／4月9日㈮まで
人一般＝18歳以上34歳未満の方
技術＝18歳以上で国家資格免許などを
有する方
問自衛隊五反田募集案内所
☎3445－7747
地域活動課庶務係☎5742－6687

21年度認証保育所保育料助成
金の申請は3月18日㈭までに
人認可保育園の入園申請をしていて、
認証保育所にお子さんを入所させてい
る保護者で、21年度補助金の申請書を
提出していない方
※途中入園や転入の方を含む。
申請書配布場所／保育課、入所してい
る認証保育所、区内認可保育園
※区ホームページからダウンロードも
できます。
申3月18日㈭（必着）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

障害者の方に対する職業相談
日2月26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

大崎在宅サービスセンター
非常勤職員募集
勤務時間／月～土曜日
午前8時45分～午後4時45分
※週1・2日で曜日は相談で。
内デイサービスでの食事・入浴・送迎
サービス、クラブ活動の手伝い
人若干名（選考）
時給／950円から　※交通費支給。
場申電話で同センター（大崎2－11－9
☎3779－3547）へ

初心者バドミントン教室
日2月14日㈰、3月7日㈰
午後2時～4時（全2回）　
￥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上履き
を持って八潮学園（八潮5－11－2）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

安比高原スキー教室
日3月19日㈮午後11時～22日㉁午後9
時（大井町駅前集合・解散、往復バス、
ホテル2泊、車中1泊）
場安比高原スキー場（岩手県）
宿泊／安比グランド本館ホテル
人高校生以上の方40人（先着）
￥38,000円
主催／品川区スキー連盟
申3月12日㈮までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

軟式野球審判講習会
日3月7日㈰午前9時～正午
※小雨決行。
内軟式野球全般にわたる基本的な規則
の説明と実技
人大会などの役員として協力できる18
歳以上の方
主催／／品川区軟式野球連盟
場参当日、運動できる服装で天王洲公
園野球場（東品川2－6）へ
問スポーツ協会
※審判員も募集しています。希望者は
講習会にご参加ください。

問い
合わせ

●文化スポーツ振興課　Fax5742－6585・6893
〠140－8715  広町2－1－36 第二庁舎6階
　●スポーツ係　☎5742－6838
　●生涯学習係　☎5742－6837
　●文化振興係　☎5742－6835・6

●品川区スポーツ協会・総合体育館
受付時間 : 午前9時～午後7時
※土・日曜、祝日は5時まで。
〠141－0022　東五反田2－11－2
☎3449－4400　Fax3449－4401

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

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

お知らせ

／

／ ／
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日4 ～9月
  Ａ教室　＝9:30 ～10:30    Ｂ教室　＝10:45 ～11:45
内健康体操など
人60歳以上の方各20人程度（抽選）
※医師に運動を禁じられている方はご遠慮ください。
￥各3,600円
申2月25日㈭までに、本人が直接、会場へ
※旗の台シルバーセンターの申し込みは3月1日㈪～5日㈮です。
問健康課健康づくり係☎5742－6746

会　　　場 曜日
東品川シルバーセンター（東品川3－32－10）

月ゆたかシルバーセンター＊1（豊町3－2－15）
平塚シルバーセンター（平塚2－10－20）
平塚橋シルバーセンター（西中延1－2－8）
西大井いきいきセンター（西大井2－5－21）

火旗の台シルバーセンター（旗の台4－13－1）
関ヶ原シルバーセンター（東大井6－11－11）
後地シルバーセンター（小山2－9－19）
ゆたかシルバーセンター＊1（豊町3－2－15）

水荏原第二区民集会所（荏原6－17－12）
東大井区民集会所（東大井2－16－12）
大崎第二区民集会所＊2（大崎2－9－4）
五反田シルバーセンター（東五反田2－15－6）

木
八潮区民集会所（八潮5－10－27）
大井第三区民集会所（西大井4－1－8）
荏原第三区民集会所（平塚1－13－18）
荏原第五区民集会所（二葉1－3－37）
西五反田シルバーセンター（西五反田3－9－10）

金北品川シルバーセンター（北品川1－29－12）
小山シルバーセンター（小山5－17－18）
南大井シルバーセンター（南大井3－7－13）
＊1　ゆたかシルバーセンターは改修工事のため、時期な
どの変更があります。
＊2　大崎第二区民集会所は午前10時～11時のみ。

健康塾で
はつらつ笑顔

求人

●国税庁ホームページで申告書の作成、電子申
告（e-Tax）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「所得税の確定申告書」「消費税等の確
定申告書」「青色申告決算書・収支内訳書」など
が作成できます。作成した申告書などのデータ
は、e-Taxを利用して、自宅から税務署に提出（送
信）することもできます。また、印刷（白黒で
も可）して税務署に提出することもできます。
※e-Taxを利用するには、事前に手続きが必要で
す。詳しくはホームページをご覧ください。

●所得税の還付申告はお早めに
　所得税の確定申告期間は、2月16日㈫～3月
15日㈪ですが、還付申告の方は、それ以前で
も提出できます。
　次のような場合は、還付金の支払いが遅れた
り、支払いができないことがあります。
●確定申告書に源泉徴収票、医療費の領収書な
ど、必要書類の添付がないとき
●確定申告書に記載した内容に、誤りや不明確
な箇所があるとき

税税のたより 申告書の作成は
ご自分で

問品川税務署☎3443－4171
　荏原税務署☎3783－5371

スポーツ

　在宅で子育てをする保護者の
方が、買い物に行く間などに、
保育園で生後４カ月～就学前ま
でのお子さんを一時的に預かる
オアシスルームの時間と実施場
所の一部が変わります。

◎4月1日からは、すべての実施
場所で給食やミルクなどの提供
は行いません。必要な方はお弁
当などをお持ちください。

問保育課運営係☎5742－6724

●変更後の実施場所など
利用時間／／9:00～18:00

センター名 期間 定員
伊藤児童センター
（西大井6－13－1）

4月から
6人

小関児童センター
（北品川5－8－15） 12人

西中延児童センター
（西中延3－8－5）

6月から
各6人水神児童センター

（南大井5－13－19）
北品川児童センター
（北品川2－7－21） 10月から

●現在の実施場所など
利用時間／／8:30～17:30

園名 期間 定員
大井倉田保育園
（大井4－11－8）

3月まで

各6人

大崎保育園
（大崎5－2－1）
旗の台保育園
（旗の台5－19－5）

5月まで
水神保育園
（南大井6－2－15）
東大井保育園
（東大井1－22－16） 9月まで

○荏原保育園、東五反田児童センター、ぷりすくーる西五反田の、実施場所と
利用時間、定員の変更はありません。



●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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シルバー水泳教室
日4月6日～6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歳以上で健康な方50人（抽選）
￥1,840円（保険料込）
申2月23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
※後日、過去1年以内の健康診断結果の
写しを提出。
説明会／3月2日㈫午前10時から

障害者水泳教室
日①成人コース＝4月11日～23年3月
13日の第2・4日曜日（全19回）
②学生コース＝4月10日～23年3月26
日の第2・4土曜日（全20回）
※7･8月除く。時間は午前9時30分～11
時。
場日野学園温水プール
（東五反田2－11－1）
人自分で身の回りのことができ、会場ま
で通える障害者の方（抽選）
①19歳以上の方45人　
②小学3年生～18歳の方36人
￥①570円　②600円（保険料）
申2月26日㈮までに、往復はがきで教
室名、コース、住所、氏名、電話番号、
保護者名をスポーツ協会へ
※新規の方は､ ①3月13日㈯②14日㈰
に面接、水泳帽子代450円。
※60歳以上の方は健康診断書を提出。

第16回マスターズ
9人制バレーボール大会
日3月14日㈰午前9時から
場総合体育館
種目／男子の部（45歳以上）
女子の部（50歳以上）
試合方法／ブロック別トーナメント戦
※敗者戦あり。
￥1チーム5,250円
申3月3日㈬までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ
※主将会議は、3月10日㈬午後7時から
総合体育館。

温泉ハイキングin湯河原
城山＆こごめの湯
山頂から相模湾、真鶴半島、初島など
の美しい景色を楽しんだ後、疲れた身
体をいやす温泉をたんのうしませんか。
日3月7日㈰午前9時30分～午後3時
（湯河原駅集合・解散）
場湯河原城山（神奈川県）
人10㎞程度歩ける健康な方30人
（抽選）
￥1,500円、小・中学生500円
（交通費別）
主催／／品川区キャンプ協会
申2月19日㈮までに、往復はがきに「温
泉ハイキング」とし、住所、氏名、年齢、
電話番号をスポーツ協会へ

第103回高齢者と
介護者のための料理教室
日2月23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）
内便秘改善のための食事
持ち物／／エプロン、三角きん、筆記用具
人20人（先着）
￥600円
申2月17日㈬までに、電話で成幸ホー
ム☎3787－5393へ

土曜の消費生活教室
日2月27日㈯午前10時～正午
内講義「私たちのくらしは消費者庁が
できてどう変わったか」
講師／／垣田達哉
（消費者問題研究所代表）
人30人（抽選）
場申2月20日㈯までに、往復はがきで
教室名、住所、氏名、年齢、電話番号
を消費者センター（〠140－0014大井
1－14－1☎5718－7181）へ

生と死を見つめる懇談会
激動の時代を生き抜いた
女性著名人の生と死
日3月6日㈯午後2時～4時
場荏原文化センター（中延1－9－15）
講師／中島園江（出版プロデューサー）
人60人（先着）
申3月5日㈮までに、電話で成幸ホーム
☎3787－3616へ

講演会
ちょっと気になる子どもたち
発達特性をとらえよう
日3月6日㈯午前10時～正午
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／／上原芳枝（臨床発達心理士）
人90人（先着）
託児／小学2年生までのお子さん5人（先着）
￥500円（資料代）
共催／パルレ〔区との協働事業〕
申3月3日㈬（必着）までに、往復はが
きかFAXで、講演会名、住所、氏名、
電話・FAX番号、託児希望の方はお子
さんの氏名・年齢を障害者福祉課療育
支援担当（〠140－8715品川区役所☎
5742－6389 Fax3775－2000）へ

食物アレルギー・アトピー皮
膚炎の講演
日3月6日㈯午後2時～4時
場荏原第五区民集会所（二葉1－3－37）
講師／／小俣貴嗣（相模原病院小児科医師）
人区内在住か在勤の方50人（先着）
申2月24日㈬（必着）までに、はがき
で講演会名、住所、氏名、電話番号を
健康課公害補償係（〠140－8715品川
区役所☎5742－6747）へ

荏原医師会市民公開講座
物忘れが心配な人は集まれ！
心配な物忘れとアブナイ物忘
れとは
日3月10日㈬午後1時15分～2時30分
講師／長尾毅彦（荏原病院神経内科医長）
人100人（先着）
場申電話で荏原医師会（中延2－6－5
☎3783－5166）へ

講座・講演

第40回
品川区
水泳
記録会

（単位：ｍ）
種目対象 自由形 平泳ぎ 背泳ぎ バタフライ 個人メドレー

小学1･2年生 25 25 25 25 100
小学3･4年生 25･50 25 25 25 100
小学5･6年生 25・50･100 50 50 50 100
中学生 50･100 100 100 100 100
高校生 50･100 100 100 100 100
一般 25･50 25 25 25 100
無差別 400 ― － ― 200

ハンディキャップド
レース（障害のある方） 自由形25・50・100、個人メドレー100、ビート板キック25 

日3月28日㈰午前10時から（受付は午前9時から）
場日野学園温水プール（東五反田2－11－1）
￥1種目400円（1人3種目まで）　
主催／品川区水泳連盟
申3月17㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※参加者全員に記録証を授与。
※大会記録に挑戦するチャレンジレース有り（当
日受け付け）。

スポーツ

教室名 コース 対象 曜日 開始時間 回数 費用 定員（抽選） 会場

女性

M1

20 ～65歳

金

9:30

20 12,000円 20人 荏原文化センター（中延1－9－15）
R 火 14 8,400円 40人 戸越台温水プール（戸越1－15－23）
Ｌ 11 6,600円 20人

日野学園温水プール
（東五反田2－11－1）

Ｎ１ 木 各12 各7,200円 各30人Ｎ２ 50～70歳 11:30
一般夜間 P1 日 17:30 各21 各12,600円 各20人サンデーアクア P2 16 ～65歳 18:30
一般夜間 Q 木 19:00 20 12,000円 各10人ジョイエックス＊1 X 18歳以上 日 19:30 24 15,600円

遊水歩行＊2 W1 40 ～75歳 月
（第3除く）

9:30 各7 各4,200円
各20人W2 11:30

らくらく O 18～70歳 第1･3･5土 9:30 各12 各7,200円 戸越台温水プールわくわくサタデー Y 11:30高齢者＊2 S 50 ～70歳 火 14 8,400円 各10人アクアマスターズ IX 16 ～65歳 水 19:30 21 13,650円

伊藤学園温水プール
（大井5－1－37）

アクアジョイ IQ 金 22 13,200円 各20人女性 IK 18 ～65歳 水 9:30
各7 各4,200円ゆうゆう健康 IU 水中運動 50歳以上 木 11:30 各15人IU 競泳指導

八潮休日児童 YA 小・中学生

第1･3･5日

9:30
各
12

6,000円
（初回のみ帽
子代450円）

60人

八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

八潮休日親子 YV
4歳～小学3
年生と保護
者(2人1組)

11:30 1組
12,000円 30組

八潮水泳

YQ1
水中運動 18歳以上 火 19:30 各20 各13,000円

20人

YQ2
泳法指導 30人

日4 ～10月
※7･8月除く。各コース1時間～1時間
30分。
￥表の費用のほか年間登録費1,500円
（保険料込）
主催／／品川区水泳連盟
申2月20日㈯までに、往復はがきで教室
名、コース、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、泳力（クロールで何ｍ、Xは
背泳ぎ・平泳ぎも）をスポーツ協会へ
※後日、健康診断書を確認します。
※児童・学生は健康診断書の確認は必
要ありません。
＊1　クロール、背泳ぎ、平泳ぎ各25m
以上泳げる方。
＊2　水中運動含む。

水泳教室

新規
開催
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環境学習講座～春の寄せ植え
サギ草とベニチガヤの寄せ植えです。
日3月5日㈮午後1時30分～3時30分
持ち物／／作品を持ち帰るビニール袋
人20人（抽選）
￥530円（材料費・保険料）
場申2月19日㈮（必着）までに、往復
はがきに「春」とし、参加者全員の住所・
氏名・年齢・電話番号を環境情報活動
センター（〠140－8715品川区役所第
二庁舎3階☎・Fax5742－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

ごみ・資源追っかけ隊員募集
資源として集めたビールやジュースの
アルミ缶がどのようにリサイクルされ
ているか、親子で楽しく、取材します。
日3月13日㈯午前8時～午後6時
（区役所集合・解散、往復バス）
場資源化センター、ユニバーサル製缶
（茨城県）など
人区内在住でリサイクルに関心のある
親子40人（抽選）
申2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.shinagawa.tokyo.jp）へ
※昼食持参。

メイプルセンターの講座
①プロの料理人シリーズ～レストラン
La Maison Saitou風ハンバーグ
日3月7日㈰午後1時～4時
人24人（先着）
￥4,000円（材料費込）
②イギリス英語で英会話
日2月15日～3月15日の月曜日
午後1時30分～3時（全5回）
※全9回のうち5回目からの途中入会。
※2月15日か22日の見学可。
人12人（先着）
￥10,000円
③スペイン語会話＜初級レベル＞
日2月20日～3月20日の土曜日
午前10時30分～正午（全5回）
※全11回のうち7回目からの途中入会。

2月13日か20日の見学可。
人12人（先着）
￥10,500円（テキスト代別）
④英会話ゼミナール
ジャパンタイムズで時事英語
日2月16日～3月23日の火曜日
午後7時30分～9時（全6回）
※全11回のうち6回目からの途中入会。
2月16日の見学可。
人12人（先着）
￥14,880円（教材費込）
⑤朗読～声で描く
日2月24日、3月10日の水曜日
午前10時～正午（全2回）
※全5回のうち4回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥3,200円（テキスト代別）
⑥油絵～だれでも描ける人物・静物
＜オランダ風民族衣装の女性を描く＞
日2月22日～3月29日の月曜日
午後3時30分～6時（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥14,300円（モデル代・モチーフ代込）
－－－－－－－－－－　 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

催し

しな水でバレンタイン＆
ホワイトデーを楽しもう！！
バレンタイン・ホワイトデーにちなん
だアシカショーや、デンキウナギの放
電による「電撃ハート」、館内ラリー
「ハートを探せ」などのイベントがいっ
ぱいです。
日3月14日㈰まで
￥1,300円（800円）
小・中学生600円（400円）
4歳以上300円（200円）
※区内在住の方は住所確認のできるも
のを各自提示すると（　）の金額にな
ります。
場問しながわ水族館（勝島3－2－1し
ながわ区民公園内☎3762－3433）

第164回日曜コンサート
日2月21日㈰午後1時30分～3時
曲目／フランシスコ・ターレガ「アル
ハンブラの思い出」ほか
出演／／品川クラシック音楽協会
場参当日、中小企業センター3階レク
ホール（西品川1－28－3☎3787－
3041）へ

品川清掃工場見学会
日2月27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2月25日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5353）へ

陽春の文化財めぐり
荏原南西部の文化財を訪ねる
日3月14日㈰午後1時～4時
※小雨決行。
コース／武蔵小山駅～三谷八幡神社～
金山地蔵堂～小山八幡神社～摩耶寺～
葛原神社～旗の台一丁目石造庚申供養
塔～旗岡八幡神社～法蓮寺～天明三年
銘道標～天保二年銘道標～上神明天祖
神社～中延駅
※約5㎞。
人100人（抽選）
￥50円（保険料）
申2月25日㈭までに、往復はがきに「陽
春の文化財めぐり」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

春季吟剣詩舞道大会出演者募集
日4月11日㈰午前9時45分開演
（午前9時15分開場）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内吟詠・剣詩舞（絶句程度）の発表
￥吟詠1,500円、剣詩舞2,000円
（昼食代込）
申3月5日㈮までに、吟題・作者・出演
者（ふりがな）・電話番号を記入した紙、
費用（定額小為替）、返信用はがきを文
化スポーツ振興課文化振興係か品川区
吟剣詩舞道連盟事務局（〠140－0015
西大井3－1－20金剛ライト工業内、長
谷川龍篁）へ郵送

品川歴史館企画展
品川　歌舞伎の大舞台～館蔵
役者絵展
歌舞伎の舞台としても有名な品川にゆ
かりの役者絵を展示します。
日2月13日㈯～4月11日㈰
午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
※月曜、3月23日㈫は休館。3月22日㈪
は開館。
￥100円、小・中学生50円
※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）

第11回風流屋形舟ライブ
江戸芸能と夜のお台場イルミ
ネーションクルーズ
日3月7日㈰午後5時30分～8時
演目・人お座敷遊び＝70人、ほうかん
＝60人、新内・津軽三味線・講談＝各
50人、落語＝40人（先着）
￥各10,500円（食事、飲み放題付き）
申電話でしながわ観光協会☎5498－
5314へ

品川の銘店大集合
品川いいもの巡り
日2月17日㈬～21日㈰
午前10時～午後8時
場イトーヨーカドー大井町店
問品川区商店街連合会☎5498－5931

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

催　し ★

★

区内のいたるところで、クマネズミによ
る被害が相次いでいます。家財や食料

品がかじられるなどのほか、走り回る音で
不眠になったり、クマネズミに寄生してい
るイエダニに住人が刺されるという健康被
害も深刻です。
　毒えさや捕獲かごはドブネズミには有効
ですが、慎重で用心深いクマネズミに
は効果がありません。1度
に6匹を生み、年間6
回程度出産する
クマネズミを
減らすこと
は困難です。
　クマネズミ
対策は、住まいを
クマネズミにとって
居心地の悪いストレ
スの多い環境にする
ことです。ストレス
で行動力と繁殖力が低下し、退散してしま
います。クマネズミにとっての大きなスト
レスは次の三つです。

1　えさがないこと
●食料品は放置せず、冷蔵庫や歯がたたな
い丈夫な箱などに収納しましょう。
●生ごみはふた付き容器に保管しましょう。
2　巣が作れないこと
●ネズミは布、紙、ビニールなどを集めて
巣をつくり、子育てを行います。衣類はプ

ラスチックなどの容器に保管し、不
要な古新聞などの紙類、ビニー
ルの袋などは処分しましょう。
●物が長期間放置してある
場所は格好の営巣場所に
なるので片づけましょ
う。
3　通り道がないこと
●床下の通気口の網
や格子に破損があれば

補修しましょう。クマネ
ズミは、わずか2㎝の穴でも通り抜

けてしまいます。
●床や壁の配管を通すための穴の余分なす
き間は、粘土などで埋めましょう。
問生活衛生課環境衛生担当☎5742－9138

都会のネズミは
手ごわいぞ！

毒えさや捕獲かごよりも
環境対策で

「幡随長兵衛　白井権八」歌川国貞（初代）

（区民農園）を借りたい方を募集します
日4月～23年2月
場マイガーデン
南大井（南大井
1－13みなみ児
童遊園内）
人区内在住の方
※連続して2年
間利用した方は
申し込めません。
募集数／／57区画（抽選）
￥1区画約10㎡ 22,000円（11カ月分）
申2月25日㈭（必着）までに、往復はがきに ｢マイガーデン
南大井｣ とし、住所、氏名、電話番号、動機を水とみどり
の課みどりの係（〠140－8715品川区役所☎5742－6799）へ
※家族内での複数応募や、必要事項が書かれていない場合
は落選となります。
※他人名義の利用はできません。

○抽選会を行います
日3月4日㈭午後2時　場256会議室（第二庁舎5階）



● タウンミーティング
● 広域避難場所（仮称）国文学研究資料館跡地整備計画（案）
● がん検診
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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。

1月15日㈮、立正大学の硬式野球部が、昨年の明
治神宮大会と東都大学野球1部リーグ（秋季）で
の初優勝を報告するため、高村学長、伊藤監督、
椎名主将ほか大学関係者が濱野区長を訪問しまし
た。昨年1部昇格したばかりにもかかわらず、秋
には東都大学リーグを初制覇。さらに大学野球の
1年の集大成となる明治神宮大会でも日本一に輝
く快進撃を創部61年目で果たしました。高村学
長は「暗い話題が多い中で、明るいニュースを届
けられてよかったと思います」と笑顔であいさつ。
濱野区長は「すばらしい成績で品川区の誇りです。
精進してさらに強くなっていただきたい」と祝意
を表しました。

昨秋、日本一に輝いた昨秋、日本一に輝いた
立正大学野球部が区長を訪問立正大学野球部が区長を訪問

12月9日㈬、福島みずほ少子化対策担当大臣が、認定こども園であ
る「旗の台保育園」を視察しました。品川区は、全国に先駆けて幼
保一元化事業を積極的に進めてきており、視察した福島大臣は認
定こども園について、「保育園と幼稚園と両方の機能を持っていて、
両方のよさを持っていると感じました。認定こども園の試みなども
大いに応援していきたいと思っています」と話しました。

福島大臣が
認定こども園の
「旗の台保育園」を視察

12月4日㈮、コロンビア大使館関係者など
18人が、区役所で防災訓練を初めて行い
ました。訓練では、品川シアター（3Dシ
アター）で日本の地震を体験し、初期消
火の仕方や起震車に乗って地震から身を
守る方法を学びました。

コロンビア大使館
初の防災訓練

品川
写真
ニュース

大井・荏原各消防
団が第二消防方面
本部長賞を受賞

12月14日㈪、大井・荏原各消防団が第二
消防方面本部長賞の受賞を濱野区長に報
告しました。今回の表彰は、各消防団が
各管轄区域内で発生した火災現場におい
て、日ごろの訓練成果を発揮し、消防署
と連携を図り、被害を最小限に止めた功
労により受賞しました。

1月11日㈷、成人式記念式典が、きゅりあんで開
催されました。新成人は、すべて平成生まれの
約2,500人。式典には約1,400人が参加。今年の
新しい企画は、中学の恩師との交流。学校ごと
に設けられたブースでは、当時の先生と生徒が
再会し、近況報告や思い出話に花を咲かせてい
ました。イベント会場で目を引いたのは、実行
委員手作りの「ハタチのメッセージツリー」。高
さ4mものサクラの木に、新成人の日を記念して
思い思いのメッセージをはり付けていました。

新成人の
メッセージ
サクラの木に咲く

企業と区との
連携推進懇談会

1月21日㈭、区役所で「企業と区との連
携推進懇談会（第2回）」が行われました。
この懇談会は、区と区内企業との連携・
協働の進展をめざすもので、今後とも双
方が密に連携し、社会貢献活動を発展さ
せていくことを確認しました。

1月20日㈬、荏原第一中学校が東京消防庁主催の第6回地域の防
火防災功労賞優秀賞の受賞報告のため、濱
野区長を訪問しました。功労賞には都
内で148の応募があり、荏原第一中
学校の長年にわたる「地域の人に学
ぶ」という防災教育が高く評価さ
れ受賞となりました。同校は、消
防署、消防団、ボーイスカウト、地
域住民などと一体となった防災のま
ちづくりに継続的に取り組んでいます。

荏原第一中学校が防火防災功労賞優秀賞




