東
五反田地区は、品川区と港区の区境にあたる場所。写
真に写っている東五反田 丁目付近一帯は「池田山」
とも呼ばれています。写真の中央やや上に見える緑「池田
山公園」は、
旧備前岡山藩主池田家下屋敷跡を整備した公園。
コイが泳ぐ池を囲んだ回遊式の日本庭園は、土地の高低差
をいかした造りが特徴で、園内には滝も見られます。毎年
春にはモクレンやツツジ、秋には紅葉が楽しめ、四季を通
じて自然に親しむことができます。

第三日野小学校

3

NTT 東日本
関東病院

五反田駅
方面↓

ねむの木の庭

品川区

東五反田地区

1

池田山の歴史が息づく

眺望

港区

5

真の左端、住宅街の一角に見えるのが公園「ねむの木
の庭」です。ここは皇后美智子さまのご実家・正田邸
跡地で、入り口には美智子さまご成婚当時の正田邸をモチー
フにした門も再現されています。約２００坪の園内には、ネ
ムノキをはじめとする皇后さまゆかりの樹木や草花が植え
られており、 月中旬から見ごろになるのはヤマブキやライ
ラック。下旬からは皇后陛下に献呈されたバラ「プリンセス
ミチコ」も開花します。

写

2号
線
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地域振興基金による
区民活動助成事業……………8
じ

品川

池

4

田山公園のすぐ上に見える、緑の屋上に黄色い文字が
描かれた建物は、
「第三日野小学校」の旧校舎。渡り廊
下でつながった南北 ２棟が新校舎で、南校舎の屋上にはプー
ルがあります。 月末に改築工事を終え、新学期からは新し
い校舎での授業が始まります。学校の右上、上大崎 丁目に
は約３００ｍ四方の一角に九つの寺が集まっており、うち八
つが増上寺を本山とするため「増上寺子院群」とも呼ばれて
います。写真中央下に見えている大きなビル群は「ＮＴＴ東
日本関東病院」の建物です。

池田山公園

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
Fax5742−6870
広報広聴課 ☎5742−6644

代表番号 ☎3777−1111
〠140−8715 品川区広町2−1−36

わがまち
増上寺子院群

首
都
高
速

く

品川区のごみ・資源の
分け方・出し方… ……… 2・3
も

広

報

毎月1・11・21日発行

区役所は耐震改修工事中のため駐車スペースに限りがあります。車でご来庁の際はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。

品川区のごみ・資源の
分け方・出し方

問 品川区清掃事務所

☎3490−7051
品川区清掃事務所荏原庁舎☎3786−6552

4月になり、就職や転勤などで品川区での新生活が始まっ
た方もいるのではないでしょうか。ごみの減量や資源の
有効活用、地域での快適な生活のために、正しいごみ・
資源の分け方・出し方にご協力ください。

燃やすごみ（週2回）

品川区では燃やすごみ、陶器・ガラス・金属ごみの各戸収集を行っています
●収集日の朝 8 時までに出してください。
○マンションなどの集合住宅に住んでいる方は、敷地内の決められた場所に出してください。
○一戸建てに住んでいる方は、玄関先か門の前などの決められた場所に出してください。
※一戸建てに転入した方は、品川区清掃事務所へ連絡してください。

各戸収集

出し方
「中身の見える袋」に一緒に入
れて出してください。

汚れているプラスチック製容器包装
そのほかのプラスチック製品
プラスチック製バケツ、菓子の包装、マヨネーズの容器
フロッピーディスク、ＣＤ、ビデオテープ、ボールペン
歯磨き粉チューブ、歯ブラシなど

ゴム製品類
ゴムホース、ゴム手袋、そのほかゴム製品

「ふた付きの容器」に入れる場
合も「中身の見える袋」に入れ
て出してください。

革製品類
革靴、バッグ、ランドセル、そのほか革製品

生ごみ（よく水を切る）
紙くず
少量の木くず・草・生花
紙おむつ（汚物は取り除く）
乾燥剤
食用油（布や紙に染み込ませるか、凝固剤で固める）

陶器・ガラス・金属ごみ（週1回）
陶器
金属類
電球
割れた蛍光灯

各戸収集

出し方
「中身の見える袋」
に一緒に入れて出
してください。

アルミホイル
ガラス
鏡
刃物
使い捨てカイロ

車両火災の恐れがあるため、
必ず陶器・ガラス・金属類
とは別の「中身の見える袋」
に入れて出してください。

必ず中身を使い切ってから
出してください

カセットボンベ・スプレー缶・ライター

危険な物は、新聞紙な
どに包んで赤字で「キ
ケン」と表示して出し
てください

土・砂・石などは、収集できません。品川区清掃事務所にご相談ください。

相談案内
相談内容

曜日

相

談

犯
者

罪
等

被
相

害
談

法

律

相

談

税

金

相

㈪〜㈮

時間

9:00〜17:00

第1㈫

18:00〜20:30

㈬、第2・4㈪

13:00〜16:00

談

第2・4㈫

13:00〜16:00

不動産取引相談

第2・4㈮

13:00〜16:00

司法書士相談

第2㈭

13:00〜16:00

人権身の上相談

第1・3㈫

13:00〜16:00

行政書士相談

第1〜4㈮

13:00〜16:00

社会保険労務士相談

第1㈮

13:00〜16:00

第1・3㈭

13:00〜16:00

行

政

相

談

外国人生活相談

英 語／㈫
中国語／㈭

9:00〜17:00

㈪〜㈮

9:00〜16:00

消 費 生 活 相 談 第4㈫電話相談 16:00〜19:00
㈯電話相談
（）

12:30〜16:00

場所

相談内容

曜日

時間

場所

分譲マンション 第2・4
都市計画課
☎3777−2000
13:00〜16:00
㈬
☎5742−6777へ予約
※受付は午後4時 管 理 相 談
30分まで
子育て支援課
㈬・㈮ 13:00〜17:00
☎5742−6589
家 庭 相 談
子育て支援センター
㈭
9:00〜13:00
当日午前9時から
☎5749−1032
☎3777−1111㈹
ひ と り 親
子育て支援課
へ予約（先着）
㈪〜㈮ 9:00〜17:00
家 庭 相 談
☎5742−6589
㈪〜㈮

☎5742−6863
☎3777−2000
※受付は午後3時 児 童 相 談 ㈪〜㈯
まで
㈪〜㈮
☎5742−6842
子 育 て 相 談 ㈪〜㈯
消費者センター
☎5718−7182

9:00〜16:00

子育て支援課
☎5742−6959

9:00〜18:00

子育て支援センター
☎5749−1032

東京都品川児童相談所
9:00〜17:45
☎3474−5442
9:00〜18:00

教 育 相 談 ㈪〜㈯ 10:00〜17:00

子育て相談センター
☎3778−1263
教育相談センター
☎6231−9015

※祝日を除きます
＊第三庁舎耐震改修工事中は、第二庁舎 3 階に仮移転
相談内容

カウンセリング
相 談（ 電 話 ）
手話による相談

曜日
㈭
㈬
㈮

時間

場所

男女共同参画センター
10:00〜16:00
☎5479−4105
13:00〜16:00 障害者福祉課
9:00〜12:00 Fax3775−2000

交 通 事 故 相 談 ㈪〜㈮

9:00〜16:00

城南交通事故相談所 ＊
☎5742−2061

内 職 相 談 ㈪〜㈮

9:00〜16:00

商業・観光課振興係
☎3787−3047

特 許 相 談 第4㈮

9:00〜12:00

経 営 相 談 ㈪〜㈮

9:00〜16:00

ビ ジ ネ ス
よろず相談

中小企業センター

民

区民相談室 ＊

区

ひとりで悩まず、ご相談ください

ものづくり・経営
支援課ものづくり
支援係
☎5498−6333へ予約
ものづくり・経営
支援課経営支援係
☎5498−6334

ビジネス支援図書館
第1・3
16:00〜19:00
㈮
（大崎図書館2階）
ものづくり・経営支援課
ものづくり支援係
第2・4
10:00〜13:00
㈫
☎5498−6333へ予約

よくある質問を紹介します

Q.

引越しなどで多量の
ごみが出る場合、ど
うすれば良いですか

Q.

1度に多量のごみ（45ℓのごみ袋
で5袋以上）を出す場合は有料に
なります。早めに清掃事務所へ申し込ん
でください。

A.

粗大ごみはどのよう
に処分すれば良いで
すか

資源はステーション（集積所）回収を行っています

大きさがおおよそ30ｃｍ角以上の大型のごみが粗大ごみとなり
ます。粗大ごみの収集は申込が必要で有料になります。品川区
粗大ごみ受付センター☎5715−1122へ連絡してください。
●粗大ごみに出す前に、リサイクルショップなどの活用を検討してください。

分別方法を分かりやすく説明した冊子

『ごみ・資源の分け方・出し方』をご活用ください

●収集日の朝 8 時までに出してください。
○資源回収は、品目ごとに回収車・回収時間が異なります。
○資源回収ステーションはごみ捨て場ではありません。
「燃やすごみ」
「陶器・
ガラス・金属ごみ」
「粗大ごみ」は出さないでください。

資源（週1回）

A.

配布場所／品川区清掃事務所（大崎1−14−1）
、品川区清掃事務所
荏原庁舎（平塚1−10−11）
、環境課（第二庁舎4階）
※日本語のほか、英語、中国語、ハングル版もあります。

ステーション回収

出し方

新聞・ちらし
雑誌・書籍
段ボール
紙パック（すすいで開いて乾かし、束ねる）

品目別にひもでしばって、出して
ください。
※新聞・ちらしは新聞回収袋でも
出せます。

・内側がアルミはくのものは燃やすごみに出してください。

紙箱

菓子箱、ティッシュ箱（ビニール部分を取り除く）など

びん（飲食用）

・軽くすすいでください。
・キャップやふたは外し、素材別に
出してください。
・品目ごとに「中身の見える袋」か「コ
ンテナ」に入れてください。

・一升びん、ビールびんなどのリターナブルびん＊は販売店でも回収しています。
＊ビールなどのメーカーが酒販店などから回収し再利用する空きびん。返却
すれば容器代が払い戻される。

缶（飲食用）

異物は入れないでください。

ペットボトル

・キャップ・ラベルはプラスチック製容器包装です。

注 割れたびん、一斗缶、油や汚れが付いている
ものや中に吸い殻が入っているものは陶器・ガラ
ス・金属ごみに出してください。

・ のついているみりん風調味料などの容器も
ペットボトルとして回収します。

汚れていないプラスチック製容器包装

このマークがついている
ものが対象です

容器類、ボトル類、カップ類、ペットボトルのキャップ・ラベル
トレイ類、袋類、発泡スチロール類

軽く水ですすぎ、
「中身の見える袋」
に入れて出してください。

ペットボトルのキャップとラベル
は本体とは別に出してください

注 汚れが落ちにくいプラスチック製容器包装やおもちゃ、文具、雑貨
品などのプラスチック製品本体は燃やすごみに出してください。

割れていない蛍光灯

蛍光灯の中の水銀も
リサイクルします

注 割れたものは、陶器・ガラス・金属ごみに出してください。

乾電池（単1〜5、角形9Ｖ）

「中身の見える袋」で
出してください。

注 充電式・ボタン電池は協力店のリサイクルボックスをご利用ください。

第60回品川区民スポーツ大会
競技名

日程

会場

申込締切日

費用

水泳

5/2 ㈰

日野学園温水プール
（東五反田2−11−1）

4/21㈬

500円
小中高生 300円

グラウンド・ゴルフ

5/2 ㈰

しながわ中央公園
（区役所前）ほか

4/16 ㈮

500円

バレーボール

5/ 9 ㈰
総合体育館
16 ㈰
日野学園ほか
23 ㈰

ダンススポーツ

5/16 ㈰

総合体育館
（東五反田2−11−2）

4/16 ㈮

1ペア 800円

柔道

5/30 ㈰

戸越体育館
（豊町2−1−17）

4/30 ㈮

500円
小中高生 300円

5/6 ㈭

500円
小中高生 300円

陸上競技

6/6 ㈰

大井ふ頭中央海浜公園
（八潮4−1）

4/28 ㈬ 1チーム 3,000円

破損防止のため、買った
ときの箱や筒に入れるか
新聞紙などで包み、横に
して出してください。

春季

申 各申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会（東五反田2−11−2
☎3449−4400）へ ※4月19日㈪は休館。

内容
（単位:m）
〇小学1・2年男子・女子（自由形25、平泳ぎ25、背泳25、バタフライ25）
〇小学3・4年男子・女子、小学5・6年男子・女子（自由形50、平泳ぎ50、背泳50、バタフライ50）
〇中学男子・女子、高校男子・女子（自由形100、平泳ぎ100、背泳100、バタフライ100、リレー200）
〇一般男子・女子、壮年男子〔35歳以上〕
（自由形50、平泳ぎ100、背泳50、バタフライ50）
※リレーを除き1人2種目まで参加可
〇一般の部〔16歳以上〕
※個人対抗戦4ラウンド32ホールプレイで男女別優勝あり
5/9・16 〇家庭婦人（9人制）
5/23
〇一般男子（9人制）
・女子（6人制）
※代表者会議は5/5㈷午後7時から、総合体育館
〇ダンススポーツ（スタンダード・ラテン） 〇ベーシック（スタンダード・ラテン）
〇ニュースター（スタンダード・ラテン） 〇ビギナーズ（スタンダード・ラテン）
※スタンダード（ワルツ・タンゴ複合） ※ラテン（チャチャチャ・ルンバ複合） ※Aリーグ登録者は除く
〇小学低学年の部 〇小学高学年の部 〇中学1年の部 〇中学2年の部 〇中学3年の部
〇男子無段の部 〇男子有段の部 〇女子無段の部 〇女子有段の部 ※体重別
〇小学3・4年男子・女子（80） 〇小学5・6年男子・女子（100） 〇小学生男子・女子（走り幅跳び）
〇中学男子（100、200、1,500、3,000、400リレー、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）
〇中学女子（100、200、800、1,500、400リレー、走り幅跳び、走り高跳び）
〇一般男子〔高校生含む〕
（100、200、400、1,500、5,000、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）
〇一般女子〔高校生含む〕
（100、200、1,500、走り幅跳び、走り高跳び）
〇壮年男子〔40歳以上〕
（60、5,000） 〇壮年男子・女子〔50歳以上〕
（3,000）
※リレーを除き1人2種目まで参加可
（）

情報館

●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として

平成 22 年
（2010）
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区内在住・在勤・在学の方

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://）

情報館は4〜7ページです

ジュニア初心者テニス教室
日 5月6日～6月24日の木曜日午後5時～6時30分

日 ＝日時・期間

ウェルカムセンター原・交流施設
初心者少年・少女野球教室

（全8回）
場 総合体育館
人 小・中学生40人（抽選）
¥ 8,400円（保険料込）
場 申 4月10日㈯までに、往復はがきで教室名、住所、
氏名（ふりがな）
、年齢、電話番号、学校名、学年を
スポーツ協会へ

環境学習講座
親子で楽しみながら学ぶエコゲーム

日 5月9日㈰・23日㈰、6月13日㈰・27日㈰
午後1時～3時（全4回）
持ち物／グローブ（持っている人）
、帽子
人 小学1～4年生30人（抽選）
¥ 1,000円（保険料込）
往復はがきで教室名、
場 申 4月20日㈫（必着）までに、
住所、氏名、年齢、電話番号を同施設（〠140−
0015西大井2−5−21）へ
問 大井第三地域センター☎3773−2000

日 5月2日㈰午後2時～4時
講師／加宮利行（環境教育ソフト 開発担当）
人 小学生と保護者15組（抽選）
場 申 4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
※ HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

健 康 ひろ ば
お子さんを守るために
予防接種を受けましょう

春のポリオ（小児まひ）予防接種

●定期予防接種
接種時期に案内と接種票を送付します。
種類

通知の時期

DPT（ジフテ 2カ月
リア・百日せ
き・破傷風）
1歳6カ月
DT（ジフテリ
11歳
ア・破傷風）
ポリオ
（小児まひ）

接種できる期間
生後3カ月
～7歳6カ月未満
（3回接種）
7歳6カ月未満
11〜13歳未満

5～10カ月

7歳6カ月未満

11～16カ月

7歳6カ月未満

1歳

2歳未満

小学校に就学す 4月1日
る前年度の4月 ～翌年3月31日

MR（麻しん・ 中学1年生に就 4月1日
風しん混合） 学する年の4月 ～翌年3月31日
高校3年生に相
4月1日
当する年齢に達
～翌年3月31日
する年の4月
BCG

3カ月

6カ月未満

※区外で接種する方は事前に手続きが必要です。

●任意予防接種
接種費用の一部を助成します。
種類

対象

助成

流行性耳下腺
炎（おたふく
1回3,000円
1～3歳の
かぜ）
お子さん
水痘
1回3,000円
（水ぼうそう）
1回3,000円
2カ月～4
Hib（インフル
※4回まで
歳のお子
エンザ菌ｂ型）
※接種回数は月齢に
さん
よって異なります
※品川区契約医療機関では、助成額を差し引い
た料金をお支払いください。そのほかの医療機
関で接種した場合は、1回3,000円を助成します。
詳しくは、お問い合わせください。

問 保健予防課☎5742−9153

日程
会場
5/10
荏原保健センター
㈪
5/11
総合体育館
㈫
5/14
品川保健センター
㈮
南大井文化センター
5/18 （南大井1−12−6）
㈫
荏原保健センター

対象地区
小山台、小山
荏原
東五反田、西五
反田、上大崎
北品川、西品川
大崎
東大井、勝島
南大井
平塚
戸越1～3丁目
5/21
西大井、大井
品川保健センター
㈮
広町
5/24 旗の台文化センター 旗の台
㈪ （旗の台5−19−5）
中延4～6丁目
5/25 八潮区民集会所
八潮
㈫ （八潮5−10−27）
二葉、東中延
5/26 荏原文化センター
西中延
㈬ （中延1−9−15）
中延1～3丁目
5/28
品川保健センター
東品川、南品川
㈮
戸越4～6丁目
5/31
荏原保健センター
㈪
豊町

受付時間／午後1時30分～2時30分
人 次の期間に生まれたお子さん
第1回目＝21年 5 月1日～10月31日
第2回目＝20年11月1日～21年4月30日
※対象のお子さんには事前に通知します。
※体温は当日会場で測ります。
※母子健康手帳がないと接種できません。
※接種当日7歳6カ月未満で接種が済んで
いないお子さんは、母子健康手帳を持っ
て直接会場へお越しください。
問 保健予防課☎5742−9153
品川保健センター☎3474−2225
大井保健センター☎3772−2666
荏原保健センター☎3788−7014
むし歯撃退教室
日 4月23日㈮午前10時～11時30分

思春期家族教室
不登校・ひきこもりなど、思春期のお子さ
んの悩みを持つ家族同士が話し合います。
日 4月5日㈪午後2時～4時
人 15人（先着）
場 申 電話で品川保健センター☎3474−
2904へ

毎週木曜日は

（）

難病患者・家族のためのリハビリ教室

子育て中の食の悩みから高齢者の食生活
までをアドバイスします。
日時

磨き（実技）
、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保護
者20組（先着）
場 申 電話で荏原保健センター☎3788−
7015へ

日 4月26日㈪午後1時30分～3時30分
内 声楽家による音楽療法

人 難病患者と家族30人（先着）
※後縦靭帯骨化症・脊髄小脳変性症の方
は教室終了後、情報交換など交流会を行
います。交流会のみの参加もできます。
場 申 電話で品川保健センター☎3474−
2904へ

会場

4/14㈬
武蔵小山商店街パルム会館
13:00〜16:00 （小山3−23−5）
4/19㈪
消費者センター
13:00〜16:00 （大井1−14−1）

参 当日、会場へ

問 健康課健康づくり係☎5742−6746

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！

内 ＝内科 小 ＝小児科 歯 ＝歯科 骨 ＝接骨

薬 ＝薬局

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

小

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）

4月4日㈰

内 小 品川区医師会休日診療所

北品川 3 − 7 −25 ☎3450−7650

内 小 荏原医師会休日診療所

中

延2−6−5

☎3783−2355

薬

品川薬剤師会薬局

北品川 3 −11−16 ☎3471−2383

薬

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）
内 小 林医院

4月4日㈰

東大井 3 −21−12 ☎3761−7780

歯

千葉歯科クリニック

大

井 1 −43− 8

☎5709−6651

歯

松本歯科医院

中

延5−5−3

☎3781−1148

骨

スズキ整骨院

南大井 4 − 9 −21 ☎3763−3816

骨

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）
4月3日㈯
4月10日㈯

内 小 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 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

薬

内 知って得するむし歯予防、効果的な歯

しながわ出会いの湯
●毎週プログラムを実施●

食に関する相談

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

●品川消防署

☎3474−0119

●東京消防庁テレホンサービス

☎3212−2323 ●大井消防署

☎3765−0119

●救急相談センター

☎＃7119

☎3786−0119

●小児救急電話相談

☎＃8000

●荏原消防署

※重病の方は119番をご利用ください。

日 4月1日㈭・8日㈭・15日㈭・22日㈭・29日㈷

人 65歳以上の方

場 参 「しながわ出会いの湯」カードを持って区内公衆浴場へ
問 各公衆浴場、健康課☎5742−6746

￥ プログラムに参加した方は入浴無料

※初めての方は健康保険証をお持ちください。

問い
合わせ

●文化スポーツ振興課 Fax5742−6585・6893 ●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠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

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

社会保険労務士相談を
開始します

お知らせ

郵送

年金、社会保険、労働問題などの相談を
受けます。
4月の区議会
日 第1金曜日午後1時～4時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
※受付は午後3時まで。
13日㈫午後1時
場 問 広報広聴課区民相談室
行財政改革特別委員会／14日㈬午後1時
（第二庁舎3階☎3777−2000）
環境対策特別委員会／15日㈭午後1時
二世代住宅の新築・購入・増改
※日程は、変わることがあります。
築費用を助成します
問 区議会事務局☎5742−6809
夫婦とそのどちらかの親が同居する住宅
22年度特別区職員採用試験（Ⅰ類） を新築・購入・増改築（改修を含む）す
●事務・技術（土木造園・建築・機械・ る方に費用の一部を助成します。
電気）
助成額／
新築・購入＝90万円、増改築＝45万円
人 22～27歳の方
●福祉・衛生監視
対象住宅の主な要件／
●区内にある自己居住用住宅で、高齢者
人 22～29歳で必要な資格（衛生監視＜化
学＞は不要）がある方
の安全に配慮した段差、手すりの設置な
●保健師
ど区のバリアフリー基準に適合
●床面積：一戸建て住宅＝80～175㎡
人 22～39歳で保健師免許がある方
───────共
通───────
マンション＝75～175㎡
※年齢は23年3月31日現在。
●居室数（食事室を含む）
：4室（合計46
※22歳未満で、学校教育法に基づく大学
㎡）以上
（短大を除く）を卒業した方（23年3月卒
●新耐震基準に適合する
業見込みの方を含む）
、同等の資格があ
●建築確認は原則として品川区建築課で
ると特別区人事委員会が認める方も可。
取得
第1次試験日／5月9日㈰
人 次のすべてにあてはまる方
申込書配布場所／
●同居する親か子のどちらかが区内に引
特別区人事委員会事務局、品川区人事課
き続き1年以上住んでいる
（本庁舎5階）
、地域センター
●22年1月1日～12月31日に二世代住宅
を新築・購入・増改築か、その見込みが
申込先
申込期間
ある
〠102−0072千代田区飯田 4月12日㈪
●住宅の取得について、区からほかの助
橋3−5−1特別区人事委員 （消印有効）
成を受けていない
会事務局任用課
まで
●前年の所得金額が1,200万円以下
特別区人事委員会事務局
4月13日㈫
申 都市計画課で配布する申込書を同課
任用課、品川区人事課
・14日㈬
（本庁舎6階☎5742−6777）へ持参
※ HP www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm
※申込書は区ホームページからダウンロ
からも申し込めます（4月12日㈪まで）
。
ードもできます。
問 特別区人事委員会事務局任用課採用係
☎5210−9787
人事課人事係☎5742−6628
持参

高齢者などの
家具転倒防止対策助成
地震対策に有効な家具転倒防止器具の購
入、取り付けにかかる費用の助成をしま
す。シルバー人材センターが転倒防止器
具の選定から取り付けまでを行います。

●品川保健センター

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

〠140−0001

北品川3−11−22 ☎3474−2225

〠140−0014

大井2−27−20

☎3772−2666

〠142−0063

荏原2−9−6

☎3788−7016

●大井保健センター
●荏原保健センター

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
①5月11日㈫午後1時～4時
②12日㈬ 午後1時～4時
③17日㈪ 午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
5月28日㈮午後1時～4時
───────共
通───────
場 申 相談日の1カ月前から、電話で男女
共同参画センター（東大井5−18−1☎
5479−4104）へ

国民年金保険料が変わりました

高年齢者向け出張就職相談会

日 4月13日㈫午前10時～午後3時
人 おおむね55歳以上の就職を希望の方
場 参 当日、南大井文化センター（南大井

1−12−6）へ
※求職の登録を希望の方は、写真をはっ
た履歴書をお持ちください。
問 サポしながわ☎5783−5539
※「シルバー人材センター」の入会相談
も行います。

第一日野小学校・幼稚園が
移転しました

新所在地／小学校＝西五反田6−5−32
22年度の国民年金保険料は、月額15,100
幼稚園＝西五反田6−5−6
円です。年金事務所から送られる納付書
※電話番号は変更ありません。
で、銀行などの金融機関、コンビニエン
問 学務課学事係☎5742−6828
スストア（一部店舗を除く）で納めてく 保育課乳幼児教育係☎5742−6597
ださい。口座振替やクレジットカード、イ
ンターネットで納めることもできます。1 春の全国交通安全運動
年分、半年分など一定期間分の保険料を
日 4月6日㈫～15日㈭
まとめて前納すると、保険料が割引され 【運動の基本】
ます。
子どもと高齢者の交通事故防止
【運動の重点】
問 品川年金事務所☎3494−7831
1．すべての座席のシートベルトとチャ
生涯学習ボランティア保険
ルドシートの正しい着用の徹底
加入団体募集
2．自転車の安全利用の推進
保険料は区が助成します。
3．飲酒運転の根絶
保険期間／5月1日㈯～23年5月1日㈰
4．二輪車の交通事故防止
保険内容 ／ 傷害保険＝育成者が活動中
5．違法駐車の防止
に、突発的な事故でけがや死亡したとき
●4月10日は「交通事故死ゼロを目指
損害賠償責任保険＝育成者が活動中に参
す日」です
加者やそのほかの人や物に損害を与え、 交通安全の意識を高め、交通事故を減ら
損害賠償責任を負ったとき
すため「交通事故死ゼロを目指す日」が
対象／次のすべてにあてはまる子ども会
20年から設けられました。皆さんも交通
などの活動団体
ルールを守り、交通マナーを実践するな
①青少年の健全育成を目的
ど事故にあわない・事故を起こさないよ
②社会教育関係登録団体（少年少女団体） うにしましょう。
③年間を通じて計画的・継続的に活動
問 土木管理課交通安全係☎5742−6615
申 4月2日㈮〜28日㈬に、育成者全員の
住所・氏名・年齢・電話番号と前年の活
動実績、社会教育関係団体登録証を文化
スポーツ振興課文化振興係へ持参

協働事業提案制度による
22年度の事業が決まりました
21年度に公募した「協働事業提案制度」は合わせて８件の提案があり、審査
の結果、４件の事業が決まりましたのでお知らせします。
①区民提案事業
事業名
1

命の大切さといざと言うときの救急法について
東京健康科学専門学校
優しい気持ちが地域を救う

2 しながわ運河まつり

対象／65歳以上のみの世帯か障害者のみの世帯
費用が20,000円以下

費用の1割

費用が20,000円超

費用から18,000円を引いた額

※住民税非課税世帯は費用が20,000円以下の場合は無料です。
20,000円を超えた場合は、超えた額が自己負担となります。
申請書などの配布場所／高齢者いきがい課（本庁舎3階）
、地域セン

申請団体

しながわ運河まつり実行委員会

②区から課題を提起する事業
課題
1 介護現場職員の資質向上と人材確保
2

申請団体
品川ケア協議会

地域の人材を活用したコミュニティレストランの運営
八潮村の駅
（八潮南小学校跡施設活用）

問 地域活動課協働推進担当☎5742−6605

ター、文化センター、シルバーセンター
問い合わせ／高齢者いきがい課高齢者住宅担当☎5742−6735

ご寄付を
ありがとう
ございました

東京大崎ロータリークラブ＝200,000円・ソメイヨシノ2本、大
砂孝子＝4,635円、後藤せき子＝500,000円、オオゼキ代表取締
役兼会長石原坂寿美江＝200,000円、六行会＝図書、東京電力
品川支社＝視覚障害者用図書、EBARA夢フェスタ2009大会会
長藤本一郎＝606,850円
（敬称略・順不同）

しながわ運河まつり2010
日 4月10日㈯午前11時～午後8時30分
11日㈰午前11時～午後3時30分
、天王洲公園（東品川2−5・2−6）
場 東品川海上公園（東品川2−6・3−9）
内 ステージイベント、目黒川桜周遊船の運航、フリーマーケット、子ども広場、
産直朝市、飲食模擬店、サッカークリニックなど
※10日は午後8時より約3分間、花火を打ち上げます。
※詳しくは HP www.unga.jp/2010/index.aspをご覧ください。
共催／しながわ運河まつり実行委員会〔区との協働事業〕
問 地域活動課協働推進担当☎5742−6605
（）

情報館

平成 22 年
（2010）

4/1

●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

カラスの巣などの撤去を行います

カラスの巣や落下したひなが原因で威嚇
や攻撃などの被害を受けている場合、巣
などの撤去を行いますのでご相談くださ
い。また、カラスは、春ごろから巣作り
を始めます。木の枝を切る、巣の材料と
なる針金ハンガーをベランダに置かない
など、巣作りを防ぐ対策を行いましょう。
問 環境課指導相談担当☎5742−6751

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://）

キッズクラブ、健康ひろばは4ページです

スクーバダイビング教室

スポーツ

お知らせ

日 ＝日時・期間

内容
①
学科講習

軽井沢キャンプ場
ボランティア募集

日 7月中旬～8月下旬（原則2泊3日以上）
場 軽井沢レクの森キャンプ場（長野県）
内 利用者の野外生活の手伝い、用具の貸

日時
土曜か日曜
7時間

②
日曜7時間
プール講習

③

場所
横浜
大井町

C:6/19㈯
〜6/20㈰ 午前9時伊豆急行
D:7/10㈯
「富戸」集合、
～7/11㈰ 午後5時現地解散
E:8/28㈯
（1泊2日）
～8/29㈰

入会金／個人会員3,000円、サークル会
員10,000円
※個人会員の入会金は、現在無料。
年会費／個人会員6,000円、サークル会
員12,000円、賛助会員10,000円（一口）
申 文化スポーツ振興課で配布する申込用
紙を同課スポーツ係へ持参

キャンプインストラクター

養成講習会
出し、イベントなどの開催など
海洋実習
※交通費と活動費を支給。
内容
日時
場所
人 高校生以上で熱意のある方
4/25㈰・6/6㈰
※経験は問いません。
※①②の日程は後日調整。
午前9時30分
講座
総合体育館
飼い主のいない猫（地域猫）の 申 4月17日㈯までに、はがきかFAXに「軽 ※講習を修了し、テストに合格するとPADIオー
～午後4時（全2回）
※6月6日は正午まで
不妊・去勢手術費の一部を
井沢ボランティア」とし、住所、氏名、 プンウオーターゴールドカードが取得できます。
助成します
年齢、電話番号をスポーツ協会へ
人 15歳以上の健康な方各5人（抽選）
軽井沢レクの
5/2㈰正午～5/4㈷
実習 午後2時（2泊3日）
森キャンプ場
対象 ／区内に生息している生後6カ月以
説明会／
※50歳以上の方は健康診断書を提出。
※現地集合・解散
（長野県）
上の飼い主のいない猫（地域猫）
について、 4月23日㈮午後7時から総合体育館
¥ 各50,400円
品川区に住民登録をしている方が申請
（カード申請料・交通費・宿泊費別）
内 キャンプの計画・運営、指導者論、キ
区民ソフトバレーボール大会
助成（先着）／
ャンプの基礎技術と野外ゲームなどの応
申 4月11日㈰までに、往復はがきかFAX
去勢（オス）1頭4,000円＝ 30頭
で教室名、C 〜 Eのコース、住所、氏名、 用実技、指導法など
日 4月29日㈷午後1時から
不妊（メス）1頭8,000円＝100頭
年齢、電話番号をスポーツ協会へ
※希望者は日本キャンプ協会公認指導員
場 戸越体育館
※1人10頭まで。
の資格が取れます（費用別）
。
内 ①18歳以上の部 ②40歳以上の部
品川・大崎地区スポーツクラブ 人 18歳以上でキャンプや野外活動に関
申 区内の動物病院で手術実施（4月以降） ※①②とも男女混成チーム（8人以内で
「スポクラ・しながわ」
後1カ月以内に、生活衛生課で配布する
混成比は自由）
。
心のある方15人（先着）
個人会員など募集中！
申請用紙と手術完了報告書を同課庶務係
試合方法／ブロック別（敗者戦あり）
申 4月17日㈯までに、はがきかFAXで、
（〠140−8715品川区役所本庁舎7階☎
スポーツをもっと身近にを目標に、品川
講習会名、住所、氏名、年齢、電話番号
¥ 1チーム2,100円
区で最初の地域スポーツクラブ「スポク
をスポーツ協会へ
5742−9132）へ郵送か持参
申 4月21日㈬までに、費用を持ってスポ
※後日、口座振り込み。
ーツ協会へ
ラ・しながわ」が誕生しました。区立小・
※外飼いしている猫や、現在野良猫でも
中学校などの会場で行うスポーツ教室・
その猫を飼う予定がある場合は、飼い猫。
大会などに個人が選んで参加できます。

区内中小事業者に発注して行う
住宅リフォーム費用の一部を助成します

結婚サポート事業
しながわマリッジサポート
●結婚セミナー

日 6月27日㈰午後3時～8時30分

場 しながわ水族館（勝島3−2−1しながわ区民公園内)
内 マナーアップ、自己分析、交流会など

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 5月14日㈮までの午前10時～午後6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、電話番号をオーネット東京本社（Fax3474−1775
shinagawa@onet.co.jp HP www.onet.jp/shinagawa）へ
問 オーネット東京本社☎3474−1771
地域活動課庶務係☎5742−6687
●結婚相談も月1回日曜日午前10時～午後6時に行っています。詳
しくはオーネットへお問い合わせください。

環境への配慮やバリアフリー化、防犯・防
災対策を含む住宅改修を行った場合に、住
宅改修工事全体を対象に工事費用の一部を
助成します。
助成額／工事金額の5％（上限10万円）
※ 耐震改修助成と併用の場合は工事金額の
10%（上限20万円）
。
対象／次のすべてにあてはまる工事
①既存住宅の改修で事前に都市計画課に登
録している区内中小事業者に発注する
②工事金額が10万円以上（税込み）で、次
のいずれかにあてはまる
ア. 国
 の「住宅エコポイント」制度の要件
をみたす
イ. 区
 の定める環境対策、バリアフリー化、

区民の皆さんが地域で行う自主的な活動を紹介します。
（注）費用の記載のないものは無料です。
●林試の森フェスタ 4月25日㈰午前10時30
分～午後4時。当日、林試の森へ。☎080−
1239−8743同実行委員会・飯澤
●表示登記の日無料相談 4月6日㈫午後1時
30分～4時30分。本庁舎3階ロビー。★土地建
●ユニセフ・ラブウオーク中央大会 区内公
園などを回る12㎞コース・6㎞コース有り。4
物の調査・測量、分筆、不動産表示登記の相
談☎3781−3736東京土地家屋調査士会・小
月4日㈰午前9時30分。ユニセフハウス（港区
高輪）集合・解散。500円、17歳以下200円。
菅 ★新築・増築・耐震・設計・工事・構造
電話で同協議会事務局・谷口☎5789−2012へ
などの建築相談☎3766−6104東京都建築士
事務所協会品川支部・佐藤
●生命のコンサート音楽劇赤毛のアン参加者
●品川区民吹奏楽団第2回定期演奏会 5月3
募集説明会 5月15日㈯午後6時30分。きゅり
日㈷午後1時30分～4時。当日、きゅりあんへ。 あん。電話かFAXで国連クラシックライブ協会
☎090−2258−9158齊藤
（☎5775−3737Fax3226−1510）へ
●第17回K&K歌謡フェスティバル 4月24日
●昭和記念コンサート 4月29日㈷午後1時15
㈯午前10時～午後4時30分。当日、きゅりあん
分～3時30分。当日、きゅりあんへ。☎3471
−6627しながわ音楽くらぶ・長尾
へ。☎3773−0606岡島
●第25回じゅん音楽教室カラオケの部発表会
●ゆったりとした気功体験 ①4月7日㈬ ②
14日㈬ ③21日㈬ ④28日㈬。午後7時。東品
4月11日㈰午前11時～午後4時。当日、きゅり
あんへ。☎090−1505−3944加藤
川文化（セ）。各20人先着。電話で鹿島☎090−
1508−6222へ
●やさしい詩吟無料講座 4月25日㈰・29日
㈷、5月1日㈯・2日㈰・5日㈷。午後1時。全5回。 ●母の日に贈るアレンジメント教室 4月24日
山中小。20人程度先着。電話で砂川☎3785−
㈯午前10時30分。きゅりあん。14人先着。3,000
2426へ
円。電話で清水☎3945−1439へ
●春のシャンソン発表会 4月17日㈯午後1時
●学びの場（中学英文法） 英語が不得意な中
30分～4時。当日、きゅりあんへ。☎3494−
学生。4月19日㈪午後6時。荏原文化（セ）。電
8204しながわシャンソンネット・原
話で松井☎080−4188−3663（午後）へ

イベント

（）

防犯・防災対策のいずれか1つを含む
ウ. 区
 の定める耐震改修助成などの助成制
度を利用する
※詳しくはお問い合わせください。
人 次のすべてにあてはまる方
●区内在住で住民税を滞納していない
●住宅の所有者か賃借者である
※賃借の場合は所有者から工事の承諾を得
ていること。
申 申込書を都市計画課住宅運営担当（本庁
舎6階☎5742−6777）へ持参
※詳しくは募集案内などをご覧ください。
※申込書、募集案内は都市計画課で配布の
ほか、区ホームページからダウンロードで
きます。

（セ）＝センター （体）＝体育館 （集）＝区民集会所 （入）＝入会金

●春の歌の祭典「新・魔笛」品川版 4月18
日㈰午後1時30分。きゅりあん。2,500円、中
学生以下1,000円。電話で品川文化協会・石橋
☎3781−3874へ
●品川・大田オストメイト体験交流会 人口
肛門・膀胱保有者の集い。4月11日㈰午後1時
15分。中小企業（セ）。300円。電話で日本オス
トミー協会品川支部・松浦☎3786−8242へ
こうもん

ぼうこう

サークルなど
●日野トリム ㈮午後7時。
第四日野小。
月1,000
円。
（入）
1,000円。☎3492−4206長屋
●アカシア会（短歌） 第1㈭午後1時30分。荏
原第四（集）。月2,500円。☎3471−3372伊藤
●かな書道文ちん会 初心者歓迎。㈮。①午前
10時=月3,200円、☎3786－5587田中。②午後
1時=月3,500円、☎3711－2951笠原。旗の台文
化（セ）。
（入）各1,000円
●つくつくどうし（ポケットビリヤード） 60
歳以上。初心者歓迎。㈪午後1時。ミスタースポー
ツマン（二葉4）
。1回1,000円。月200円。☎090
−2228−9054平岡
●M.S.D（ダンス） 幼児～高校生。㈰午前9
時。東品川文化（セ）。月4,000円。☎090−5339
−3453奈良

●品川陶芸クラブ 体験教室有り。㈫午後1時。
南大井文化（セ）。月4,000円。
（入）3,000円。☎
3763−2683小谷野（夜）
●原トリムクラブ ㈫㈭午後7時。伊藤学園。
月500円。
（入）
1,000円。☎3771−1390山内
●やさしい英会話 ㈫①午後6時15分②7時
30分。荏原文化（セ）。月各5,000円。
（入）
各1,000
円。☎090−5339−8578岸
●ボンジュール（初・中級フランス語） 見学
歓迎。㈭午後6時45分。延山小。月6,000円。
（入）
1,000円。☎3787−4839布川
●陶彩会（陶芸） 第2・4㈬午後1時。荏原文化
（セ）。月2,000円。（入）1,000円。☎3782−3384
阿久津
●健康太極拳 悠 初心者歓迎。㈪午後7時。城
南小。月2,000円。☎090−3814−9419田草川
●太極拳クラブ ①第2・3・4㈯ ②第1・2・3
㈰。午前10時。戸越台中。月各2,000円。
（入）
1,000
円。☎3783−4706石橋
●楽しいウクレレ 60歳以上。初心者歓迎。㈯
午後1時30分。第四日野小。月1,500円。
（入）1,000
円。☎3782−3332佐藤
ぬのかわ

たくさがわ

問い
合わせ

●文化スポーツ振興課 Fax5742−6585・6893 ●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠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

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

修了後、区の手話通訳活動をめざす方
各15人（選考）
※選考試験（会話形式）は5月10日㈪。
●応用課程
清泉女子大学公開講座土曜自由大学
日 5月24日～23年2月21日の月曜日
テーマ「平和」
（全30回）
午後クラス＝午後1時30分～3時30分
日 5月8日㈯・15日㈯・22日㈯
夜クラス＝午後6時45分～8時45分
午後1時10分～4時20分（全3回）
場 同大学（東五反田3−16−21）
人 基本的な手話通訳ができ、講座修了後、
区の手話通訳活動ができる方各15人（選考）
内 シェイクスピアの描く平和 ほか
講師／門野泉（同大学学長） ほか
※選考試験（表現、読み取り、国語）は
4月26日㈪。
人 16歳以上の方250人（抽選）
───────共
通───────
申 ４月20日㈫（必着）までに、往復はが
きで講座名、住所、氏名（ふりがな）
、 ¥ 各2,000円（テキスト代）
電話番号を文化スポーツ振興課生涯学習
募集要項・申込用紙配布場所／
係へ
障害者福祉課（本庁舎3階）
、心身障害者
福祉会館、地域センター、文化センター、
手話講習会 受講生募集
図書館
●入門課程
申 4月15日㈭（必着）までに、申込用紙と返
日 5月14日～10月1日の金曜日（全20回） 信用はがきを心身障害者福祉会館（〠142
午後クラス＝午後1時30分～3時30分
−0064旗の台5−2−2☎5750−4996）へ
夜クラス＝午後6時45分～8時45分
郵送か持参
※基本課程と応用課程の両方を申し込む
人 手話学習経験がなく聴覚障害者とのコ
ミュニケーションを学びたい方
場合は返信用はがきを2枚同封。
各25人（抽選）
メイプルセンターの講座
●基本課程
①ベリーダンスⅠ
日 5月24日～23年2月21日の月曜日
（全30回）
日 4月9日～6月25日の金曜日
午前クラス＝午前10時～正午
午後6時～7時10分（全11回）
夜クラス＝午後6時45分～8時45分
人 18人（先着）
人 聴覚障害者との日常会話ができ、講座
¥ 14,300円

講座・講演

●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

〠140−0014

大井2−27−20

☎3772−2666

〠142−0063

荏原2−9−6

☎3788−7016

●大井保健センター
●荏原保健センター

②生け花 池坊
日 4月9日～6月25日の金曜日
午後6時30分～8時30分（全11回）
人 16人（先着）
¥ 25,300円
（花代込、テキスト代・教材費別）
③らくらく英会話
＜セミプライベートレッスン＞
日 4月6日～6月22日の火曜日
午後1時30分～3時（全11回）
※4月6日の見学可。
人 8人（先着）
¥ 28,000円
④気軽に英会話
＜初級セミプライベート＞
日 4月8日～6月24日の木曜日
午後7時～8時30分（全11回）
※4月8日の見学可。
人 8人（先着）
¥ 28,000円
───────共
通───────
場 申 電話でメイプルセンター（西大井駅前
☎3774−5050）へ

催

し

★

★

憲法週間 講演と映画のつどい

日 5月12日㈬午後1時開演
（午後0時30分開場）

場 きゅりあん（大井町駅前）
①講演「情報の正しい選び方～人権を侵
害しないために」
講師／辛坊治郎（読売テレビ解説委員長）
※手話通訳・要約筆記付き。
②映画「ディア・ドクター」
出演／笑福亭鶴瓶、瑛太ほか
※字幕付き。
人 1,100人（抽選）
申 4月19日㈪（消印有効）までに、往復
はがき（1枚で2人まで）に「つどい」とし、
代表者の住所・電話番号、参加者全員の
氏名（ふりがな）を人権啓発課（〠140
−0013南大井5−2−17☎3763−5391）
へ

「ひだまりの里」お茶摘み体験
品川＆山北ふれあい交流

お茶の葉や山菜の天ぷらを楽しみ、最高
級茶「足柄うまみ茶～花里の雫」を味わ
います。
日 5月16日㈰午前7時30分～午後5時
（区役所集合・解散、往復バス）
場 神奈川県山北町「ひだまりの里」
人 区内在住か在勤の方40人（抽選）
¥ 8,000円、小学生以下3,000円
申 4月12日㈪（必着）までに、はがきか
FAXに「茶摘み」とし、
参加者全員の住所・
氏名・年齢・電話番号を地域活動課市町
村交流担当（〠140−8715品川区役所☎
5742−6856Fax5742−6877）へ

環境に配慮した住宅工事や
設備設置費用の一部を助成します

環境に配慮した工事を行う場合、工事費用の一部を助成します

省エネ機器を設置する費用の一部を助成します

対象／次のいずれかにあてはまる工事
①省エネルギー型設備（太陽光発電設備・太陽
熱温水器・ソーラーシステム）の設置
〔新築・購入、改修〕
②遮熱性塗装〔改修〕
③シックハウス対策等健康被害防止〔改修〕
要件／次のすべてにあてはまる工事
●工事金額が10万円以上（税抜き）
●区内施工業者による工事
※省エネルギー型設備設置工事を除く。
●申込時は工事未着工で、8月31日㈫までに完
成
人 次のすべてにあてはまる方
●区内在住で住民税を滞納していない
●工事対象住宅に居住しているか、省エネルギー

対象機器・助成額（上限）／
①ＣＯ2冷媒ヒートポンプ給湯器＝10万円
②潜熱回収型給湯器＝4万円
③ガス発電給湯器＝30万円
④家庭用燃料電池＝80万円
人 次のすべてにあてはまる方
●区内在住で住民税を滞納していない
●工事対象住宅に居住しているか、新築・購入した後
に居住
●工事対象住宅の所有者か賃借者
※賃借の場合は所有者から工事の承諾を得ていること。
助成件数（抽選）／①②＝各10件、③④＝各5件
申 5月28日㈮までに、環境課で配布する申込書を同課
環境推進係（第二庁舎４階☎5742－6949）へ持参
※申込書は区ホームページからダウンロードもできます。

型設備設置住宅を新築・購入した後に居住す
る
●住宅の所有者か賃借者
※賃借の場合は所有者から工事の承諾を得てい
ること。
●過去にこの制度に基づく助成を受けていない
※遮熱性塗装はマンション管理組合の申し込みも
受け付けます。
助成額／工事金額の10％（上限30万円）
助成総額／第1期750万円（抽選）
申 5月28日㈮までに、都市計画課で配布する申
込書を同課住宅運営担当（本庁舎６階☎5742−
6777）へ持参
※申込書は区ホームページからダウンロードもでき
ます。

文化・イベント情報 ★★
O美術館

4月の催し

カドー8階☎3774−5151。午前10時～午

●3日㈯・4日㈰／ BRIDESワイヤリングブ
ーケ展2010彩・結・花はないろのゆわい
●9日㈮ ～ 14日㈬／第11回オー美会展
（絵画、陶芸、写真） ●16日㈮～21日㈬
／河内錦舟遺作展（水墨画・墨彩画） ●

後8時）

品川区民芸術祭プレ公演
北島三郎品川区民特別公演
日 7月1日㈭

仲道郁代＆川井郁子＆長谷川陽子
ピアノ・トリオコンサート
日 7月30日㈮午後7時開演
¥ 3,500円（全席指定）

場 ・観覧方法／当日、荏原文化センター

昼＝正午開演（午前11時15分開場）

きゅりあん・メイプルセンター

夜＝午後5時開演（午後4時15分開場）

午前10時から＝Ｏ美術館

場 問 同美術館（大崎ニューシティ2号館2

場 ゆうぽうと（西五反田8−4−13）

※電話予約は午前10時からきゅりあんへ。

階☎3495−4040。午前10時～午後6時

人 区内在住か在勤の方

※発売初日は、1人4枚までです。

¥ S席8,000円、A席6,000円、B席4,000

たち

●1日㈭～5日㈪／第九回わたし達の掛軸
展（掛軸、屏風、額） ●8日㈭～ 11日㈰

（中延1−9−15）へ
問 コロンビア大使館☎3440−6451

普通救命講習（AED含む）

※電話予約では座席の指定はできません。

日 ①4月17日㈯ ②5月15日㈯ ③8月21

円（全席指定）

※就学前のお子さんの入場はご遠慮くだ

日㈯ ④9月12日㈰午前9時～正午

発売開始／4月24日㈯午前9時から＝
きゅりあん・メイプルセンター

さい。

￥ 各1,400円

午前10時から＝Ｏ美術館・品川区商店街
連合会

／彩り会作品展（手描友禅） ●14日㈬～
19日㈪／彩彩展
（水彩画） ●21日㈬～26 ※発売初日は、1人4枚までです。
日㈪／第13回ＭＧＣ美術展（油彩、水彩、 ※区内在住や在勤の証明書を持参。
水墨画など） ●28日㈬～5月3日㈷ ／サ

（午後2時開場）

発売開始／4月17日㈯午前9時から＝

23日㈮～28日㈬／アート・クリエーターズ

区民ギャラリー 4月の催し

日 4月10日㈯午後2時30分開演

出演／エル・トゥリオ・ヌエバ・イマヘン
人 500人（先着）

（午後6時30分開場）

21・10周年記念作品展in東京（手工芸）

30分）

レナータ」をお届けします。

※電話予約はありません。

ロン・ド・ラ・メール展（絵手紙、水彩画、 ※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。

託児／2歳～就学前のお子さん10人
（先着） 場 申 電話で荏原消防署（平塚3－16－20
※7月20日㈫までに電話できゅりあんへ。 ☎3786－0119）へ
※おやつ代など300円。
場 問きゅりあん
（大井町駅前☎5479－4140）

コロンビア独立200周年記念
セレナータ・コンサート

東芝病院市民公開講座
日 4月17日㈯午後1時～3時
内 大たい骨骨折とピロリ菌の話
人 90人（先着）

油絵）

※託児はありません。

区内に大使館がある南米・コロンビア共和

場 参 当日、同病院（東大井6－3－22☎

（大井町駅前イトーヨー
場 問 同ギャラリー

問 きゅりあん☎5479－4140

国からロマンティックで優しい恋の歌「セ

3764－0511内線3316）へ
（）

広

報

次号予告

4/1

平成22年（2010）

4月11日号

（平成22年3月現在）
人口と世帯（平成21年3月現在）

・住民登録者数……348,743 ・世帯……………… 189,982

● 子ども読書の日

・男………………… 171,576 ・外国人登録者数……11,691

● プレミアム商品券

・女…………………177,167

● シックハウス対策

1745号

地域振興基金でよりよいまちに

豊かな地域づくりをめざして
活動している団体を募集します
皆さんからの寄付を積み立てる地域振興基金を設置しました。
この基金を活用して、地域課題や社会的課題解決のために行っ
ている事業に資金を助成します。

問 地域活動課協働推進担当
〠140−8715品川区役所
第二庁舎6階
☎5742−6605
Fax5742−6878

日 時

説明会
参 当日、会場へ

会 場

4月5日㈪午後4時～5時

254会議室（第二庁舎5階）

4月9日㈮午前11時～正午

256会議室（第二庁舎5階）

募集する事業

実施（経費負担）期間

次のすべてにあてはまる事業
①地域課題や社会的課題解決のために取り組んでいる
②地域づくりを目的としている
③区民の福祉の向上に寄与する
④同一事業について、ほかの制度による助成を受けていない など

5月1日～23年2月28日

助成金額
経費の3分の2以内（上限50万円） ※1,000円未満は切り捨て。

審査・選定

主な応募資格

第1次審査（書類審査）
＝ 5月初旬
第2次審査（面接審査）
＝ 5月中旬
決定＝6月

区内で公益活動を目的として活動している団体（町会・自治会、ボランティ
ア団体、NPO法人など）で、次のすべてにあてはまる団体
①区内に主たる事務所、活動拠点がある
②3人以上で構成されている
③団体の運営に関する規則（定款、規約、会則など）があり、会計処理が適
正に行われている
④区民を対象とした公益活動を目的としている（趣味サークルなどは除く）

4月30日㈮までに、申請書を地域活動課協働推進担当へ持参
※詳しくは地域活動課で配布する「平成22年度地域振興基金を活用した区民
活動助成の手引き」をご覧ください。区のホームページでもご覧になれます。

品川区地域振興基金活用推進会議の区民委員を募集します

よりよいまちづくりのために 寄付をお願いします

地域振興基金を活用した区民活動助成制度で申請のあった事業や、協働事業
提案制度の審査・選定をする区民委員を募集します。
日 委嘱日～23年3月31日
人 会議に全回出席できる方2人（書類選考）
内 会議への出席（年4～6回程度）
※構成員は学識経験委員2人、区民委員2人、区職員3人。
申 4月30日㈮までに、地域活動課で配布する申込用紙、公益活動に関する意
見（800～1,200字程度）を同課へ郵送か持参
※申込用紙・原稿用紙は、区ホームページからダウンロードもできます。

豊かな地域づくりをめざし活動している団体を支援するための寄付金を受け付
けています。この寄付金は地域振興基金に積み立てられ、次のような事業を実
施するために活用させていただきます。

募集方法

主な支援事業

地域振興基金へのご寄付をありがとうございました
団体 3 件 ＝ 5,130,000円
個人33件 ＝ 647,000円
企業 1 件 ＝ 293,419円

21年度に寄付していただきまし
た寄付金の総額は6,070,419円で
した。

電 話

ラジオ

品川テレホンガイド（知っテル区ん）

で広報

☎ 3777−7500

区からのお知らせ
コード番号 6350
イベントなどの最
新情報をお知らせ
します

品川歴史散歩案内
コード番号 6240

江戸から明治の品川名所 第6回

南品川宿の名所（二）

問 広報広聴課

☎5742−6643

4月30日㈮まで

問 庶務課文化財係

☎5742−6839

平成2年入門

場

4月9日㈮・10日㈯
午前10時〜午後4時
産業PRコーナー（西品川1−28
−3中小企業センター1階）
商業・観光課振興係☎5498−6335
問

古紙配合率70％再生紙を使用しています

中国語・日本語
韓国語・日本語
タガログ語・日本語
英語・日本語

今月の内容
●

で広報

コロンビア独立200周年記念コンサート

●

狂犬病予防定期集合注射

●

カラスの巣などの撤去
ほか
問 広報広聴課☎5742−6612

HP psa.interfm.jp/shinagawa/

品川区民チャンネル

アナログ

5 チャンネル

デジタル

ケーブルテレビ品川

しながわホットほっと

111 チャンネル

4月

毎日7時・10時・13時・19時・22時から5回放送（土曜切り替え）
00分〜
土
日
月
火
水

10分〜

品川区
週間ニュース

取材には区民の皆さんが
活躍しています
しながわのチ・カ・ラ
山の手?下町?小山は中町!!

20分〜

トビーが行く！

歴史を感じるまち

トビーが行く！ 歴史を感じるまち
品川区 60 年のあゆみ 第一部
素敵な発見 新しい出会い
しながわ水族館
三之助 とっておきの品川
雅楽の魅力を探る

品川ものづくり
わがまち
音散歩
品川の昔ばなし
木 発見
電球をめぐる
治郎兵衛と孟宗筍
品川第一地区
小さな旅
金 復活！しながわ探検隊

30分〜

三之助 とっておきの品川
ダーツ＆ビリヤード

こだわりと技の名品を訪ねて
江戸切子 魅惑の輝きに技あり

区からのお知らせ

関 勝利

Mhz

㈪
㈫
㈬
㈭・㈮

テレビ

しながわ
インフォ

午前6時56分から
3分間
●放送内容は、区ホームページから視聴・
閲覧でき、専用機器に録音もできます。
●災害時には、災害情報や生活情報を放送
します。

放送言語

銀器

日

統工芸の実演

伝 東京

インターエフエム放送

76.1

詳しくはお問い合わせください。なお、5,000円を超える区への寄付につい
ては、所得税・住民税の控除対象となります。
※税の控除についてのお問い合わせは、税務課☎5742－6663～6へ。

Shinagawa Info.

で広報

● 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
● 地域医療との連携を図る事業
● 環境を保全する事業
● まちづくりを推進する事業
● 社会教育や文化・芸術・スポーツを推進する事業
● 防災、地域安全、消費者保護を図る事業
● 人権擁護、男女共同参画促進を図る事業
● そのほか、広く社会貢献につながる事業

留学生・トビーが区内の各
地を訪ねる品川のまち歩き
番組。今回は、大森貝塚遺
跡庭園や品川歴史館など、
歴史を感じるスポットを巡
ります。

区ホームページで動画配信をしています
問い合わせ

番組について 広報広聴課……………… ☎5742−6612
加入について ケーブルテレビ品川…… ☎3788−3811

