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たくさん読もう  楽しく読もう！
図書館では、子どもの読書を活発にするため

「子ども読書の日」（4月23日）に
ちなんで、様々な催しを開催します。今年は、
国民読書年です。ぜひ、お子さんといっしょ
に図書館へおでかけください！

問い合わせ／／品川図書館☎3471－4667

品川区子ども読書活動品川区子ども読書活動
推進PRキャラクター推進PRキャラクター
「ブックマくん」「ブックマくん」

「子ども読書の日」フェア

2階講習室・和室

レクリエーションホール

大ホール

おはなしどこでも隊による
おはなし  みて！きいて！あそびましょ～！
　時間／午前10時30分～午後3時15分
　内容／ミニ人形劇、読み聞かせ、簡単工作など
　※お弁当を食べたり、おむつを替える場所もあります。

お話と音楽の部屋
　時間／午後1時15分～3時45分
　 ミュージシャンの演奏を聴いたり、みんなで参加して楽
器にふれたり、朗読と楽器のコラボを体験してみよう。

日程 時間 内容 図書館
4/10㈯ 11:00～12:00 お楽しみ16㎜映写会 荏原
4/14㈬ 15:00～15:45 拡大おはなし会 二葉・南大井
4/17㈯ 11:00～12:00 お楽しみ16㎜映写会 源氏前

4/21㈬
14:30～15:15 拡大おはなし会 大崎
15:00～15:45 拡大おはなし会 大井
15:00～16:00 手作り会「プラバンをつくろう！」 品川

4/24㈯ 11:00～12:00 お楽しみ16㎜映写会 ゆたか
14:00～16:00 名画座「ライラの冒険」 品川

4/28㈬ 15:30～16:30 手作り会「プラバンをつくろう！」 八潮

期間／5月12日㈬まで
図書館 テーマ

品川・八潮 「生誕100年赤羽末吉」と昔話の世界
大崎 大きな絵本になった絵本たち
荏原・源氏前・ゆたか 読みつがれてきた絵本たち！
大井・二葉・南大井 本で世界を旅してみよう！

日程 時間 図書館 ※社会福祉協議会への寄付（1冊10円
程度）をお願いします。
※マイバッグ（買い物袋）をご持参く
ださい。

4/17㈯ 9:00～14:00 品川

4/24㈯ 10:30～14:00
※雨天中止 大井

各図書館のイベント

日時 4月25日㈰午前10時30分～午後4時

会場 荏原文化センター（中延1－9－15）

①ビッグパネルシアター「ポコとポンのお花見」
　時間／午前11時～11時35分
②人形劇「3びきのこぶた」
　時間／午前11時45分～午後0時15分　
③語り劇「しらゆきひめ」
　時間／午後0時30分～1時15分　
④ＤＶＤ上映「北極のナヌー」
　時間／午後2時～3時30分

○各イベントは各図
書館へお問い合わせ
ください。イベント
に参加したお子さん
にはブックマくんの
シールシート（6枚入
り）を差し上げます。

ブックフェア

子どもの本のリサイクル市

当日、会場へ

お越しの際は公共の交通
機関をご利用ください。
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買い物、食事、理容・美容、クリーニングな
どで利用することができます。
○区内の2,200（大型店は除く）のお店
○しながわ水族館
○大和・国際・帝都・日本・荏原の各タクシー
会社
※詳しくは、販売場所にある取扱店一覧か
品川区商店街連合会のホームページhttp://
shoren.shinagawa.or.jp/をご覧ください。
※商品券はできるだけつり銭のないようご利
用ください。

使用期限／8月31日㈫
販売額／3億円（3万冊）
※額面総額3億3,000万円分。

販売単価／1冊10,000円
※500円券22枚綴り、11,000円分。
※1人10冊（10万円）まで購入できます。

購入できる方／区内在住、在勤を問
わずどなたでも購入できます
※商店街・商品券取り扱い商店主が購入
することはできません。

販売場所
区内42郵便局
　販売時間／月～金曜日午前9時～午後5時
　※一部の郵便局は午後7時まで。

区内商店街など
　販売時間／月～金曜日午前10時～午後5時
　◆北品川商店街事務所
　（北品川2－4－17☎3471－3568）
　◆青物横丁商店街　スーパー平野屋（土・日も販売）
　（南品川2－7－12☎3471－7495）
　◆戸越銀座商店街事務所
　（戸越1－15－16☎3788－1474）
　◆武蔵小山商店街事務所（土・日も販売）
　（小山3－23－5☎3786－1001）
　◆中延商店街事務所
　（東中延2－7－19☎3786－0201）
　◆荏原町商店街事務所
　（中延5－6－16☎3783－8221）

品川区商店街連合会事務局（西品川1－28－3）
　販売時間／午前10時～午後7時
　※5月9日㈰までの土・日も販売。

商品券を利用できるお店など

第5弾

　区内の商店の魅力をもっと知ってもらうために始まったこのプロジェクトもいよい
よ最終回です。「潜在的魅力のある個店」や「やる気のある個店」の方、しながわの
一番店発見プロジェクトに参加してみませんか？
　区民の方の投票などで推奨店（マイスター店）に選ばれると、本紙やケーブルテレ
ビ品川、品川区商店街連合会のホームページなどを通じて広く紹介していきます。

対象／大型店を除く区内のお店
応募方法／6月18日㈮（必着）までに、応募用紙を品川区商店街連合会へ郵送かEメール、持参
※応募用紙は、区内の郵便局・地域センター・商店街で配布。品川区商店街連合会のホームペー
ジからダウンロードもできます。
※参加店の中からノミネートされたお店は、本紙9月11日号などでお知らせします。
※詳しくは、品川区商店街連合会のホームページをご覧ください。
問い合わせ／品川区商店街連合会（〠141－0033西品川1－28－3中小企業センター4階☎5498－
5931 kushoren@shinagawa.or.jp、http://shoren.shinagawa.or.jp/）

キラリとキラリと輝輝くく
魅力的魅力的なおなお店店をを大募集大募集

品川区商店街連合会☎5498－5931
商業・観光課☎5498－6332

10％のプレミアムが付いた
区内共通商品券を販売します
品川区では商店街振興と景気対策を図るため、10％のプレミアムが付いた区
内共通商品券を、春（4月）と秋（11月）に3億円ずつ、合計6億円分を品
川区商店街連合会と
連携して販売します。

問い合わせ

見本

4月20日㈫
販売開始日
※売り切れ次第
終了します。

（最終回）

このステッカーのある
お店で商品券を利用で
きます。

がんばれ商店街

しながわの一番店
発見プロジェクト
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　住まいは、くつろぎの場であり、睡眠や休養などで体調を整える大切な場
所です。もし、室内が化学物質やアレルギー物質で汚染されると、それらが
呼吸で体内に取り込まれ、体調を崩す場合もあります。室内環境に起因して
発症する諸症状を「シックハウス症候群」といいます。
　特に、化学物質による健康被害は年々増加傾向にあり、様々な全身症状と
なって現われます。目や鼻などの粘膜を刺激し、涙や鼻水などが止まらなく
なるほか、頭痛や吐き気、けん怠感などが現われ、快適な生活を送ることが
できなくなります。もし、室内にいるときにのみ症状が現われ、外出すると
軽減するようであれば、化学物質による健康被害が疑われます。小さなお子
さんがいる住まいは特に注意が必要です。

問い合わせ／／生活衛生課環境衛生担当☎5742－9138

化学物質は、殺虫剤、接着剤、塗料、芳香剤などに含まれ、生活のいたる
ところで便利に使用されています。実際の化学物質は何万種類もあり、こ
れらを長期に摂取すれば、どの化学物質であっても健康被害につながるお
それがあります。
※詳しくは生活衛生課で配布しているちらしやパンフレット、厚生労働省
のホームページなどをご覧ください。

①換気や通風に心がけ、室内に発生した化学物質や湿気を排出し
ましょう
換気扇や窓開けで室内の換気に努めることで、汚染物質を常に低濃度に
抑えることができます。また、湿気が減り、空気の流れができることで
ダニ・カビの発生を防ぐことにもなります。

②住宅建材や家具類は、化学物質の少ないものを選びましょう
建材や家具に多用される合板や集成材には多くの接着剤が使用されてお
り、ホルマリンのように数年にわたって発生し続けるものもあります。
使用されている化学物質の種類や発散量を事前にチェックし、室内での
化学物質の発生を抑えることが大切です。　

③殺虫剤や農薬など化学物質に頼らない生活を心がけましょう
殺虫剤をどんなに散布しても害虫の根本対策にはなりません。蚊は、水
たまりをなくすなどの環境対策の方が効果があります。また、たんすの
防虫剤やシロアリ駆除剤などに頼りがちですが、これらは室内空気を長
期にわたって汚染します。使い過ぎにならないよう注意しましょう。

ックハウスと縁を切るためにシのまわりで増え続ける化学物質身

自分の家のどの
ようなところに化学物

質やアレルギー物質があ
るかを知ることが大切です。

気密性や断熱性に優れた住宅では、室内で発生した化学物質は排出されに
くく、室内に留まります。また、洗たくや炊事、入浴などの日常生活に伴
い発生する水分も室内に留まり、ダニやカビが発生しやすくなります。ダ
ニやカビが原因物質となって気管支ぜん息やアトピー性皮ふ炎などのアレ
ルギー症も発症します。アレルギーが化学物質による健康被害を悪化させ
るという指摘もあります。

レルギーと化学物質　互いに症状を悪化させることもア

あ
な
た
の
家

は大
丈夫で

すか？

カーテン

芳香剤・防虫剤

ベッド合板などで
できたたんす、
衣類防虫剤

シロアリ駆除剤

壁紙

プラスチック材

プラスチック材

フローリング
ワックス

机、いす

たばこの煙

ガスの燃焼ガス

消臭剤

化学物質

カビ

ダニ

新築住宅や室内改装後の壁・床、新しい家具
やカーテン、ガス、電化製品などのプラスチッ
クは化学物質が発生しやすい箇所です。

たばこの煙、衣類防虫剤、シロアリ駆
除剤、芳香剤、消臭剤は使いすぎや持
ち込みをできるだけ減らしましょう。
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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
●救急相談センター
　☎＃7119
●小児救急電話相談
　☎＃8000
●品川消防署
　☎3474－0119
●大井消防署
　☎3765－0119
●荏原消防署
　☎3786－0119

●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）
4/11

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 日　時

品川保健センター

①5/16㈰ 9:30～12:30
②5/16㈰13:30～16:30
③6/20㈰ 9:30～12:30
④6/20㈰13:30～16:30

荏原保健センター

⑤5/ 8㈯ 9:30～12:30
⑥5/ 8㈯13:30～16:30
⑦6/ 5㈯ 9:30～12:30
⑧6/ 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
①②⑤⑥各24組（先着）、③④⑦⑧各24組（選考）
申①②⑤⑥は4月12日㈪から電話で希望の会場へ。③④
⑦⑧は、5月10日㈪（必着）までに、往復はがきに「二
人で子育て」とし、番号（第3希望まで）、2人の住所・
氏名・電話番号、出産予定日をポピンズコーポレーショ
ン品川区係（〠150－0012渋谷区広尾1－10－5テック
広尾7階）へ
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016

日4月22日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリ、交流会
講師／／伊藤滋唯（理学療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの難病の方、家
族20人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－2666へ

二人で子育て（両親学級）

＝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！

ろば康ひ健

※重病の方は119番を
　ご利用ください。

難病の方のためのリハビリ教室

小内
薬

  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）

4月11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）

4月11日㈰

　　　たつのこどもクリニック 大　井 1 －32－16 ☎3775－8600
　　　ばんどう歯科医院 大　井 1 －48－ 9 ☎3777－1182
　　　寺岡歯科医院 中　延 5 － 6 －14 ☎3787－0230
　　　梅津柔道整復所 東大井 3 － 5 －10 ☎3766－7082
　　　青柳接骨院 荏　原 6 － 6 － 6 ☎3784－3267

4月18日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　かわもり歯科医院 大　井 3 － 4 － 8 ☎3772－8244
　　　歯科滝沢医院 西品川 2 －21－ 8 ☎3493－0703
　　　山根接骨院 西品川 7 －23－15 ☎3779－9137
　　　綱井接骨院 小　山 6 － 2 － 9 ☎3781－9330

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は9時30分まで）

4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

小

内 小

薬
薬

小内

歯

骨

歯

小

骨

内

歯

骨

歯

小

骨

内

シニアのための男の手料理教室
おいしく簡単な手料理で、暮らしをもっといき
いきと過ごしませんか。
①品川会場
日5月19日～7月21日の水曜日
午前10時30分～正午（全10回）
場品川介護福祉専門学校（西品川1－28－3）
②荏原会場
日5月21日～7月23日の金曜日
午前10時30分～正午（全10回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
－－－－－－　共　　通　－－－－－－
内買い物の仕方、調理実習ほか
人次のすべてにあてはまる方
①20人　②16人（抽選）
●区内在住のおおむね65歳以上の男性
※女性も可。
●料理経験があまりない
●一人暮らしか自分で食事を作る必要がある
￥各10,000円（材料費込）
申4月12日㈪～28日㈬に、本人が電話で高齢者
いきがい課いきいき事業係☎5742－6733へ

日5月6日～6月24日の木曜日（全8回）
コース・対象・時間／／
①パンダ（平成17年4月2日～19年6月1日生
まれ）＝午前9時15分～10時15分
②コアラ（19年6月2日～20年4月1日生まれ）
＝午前10時30分～11時30分
内マット､ ボール､ リトミックほか
人各50組（抽選）
￥各3,680円（保険料込）
場申4月20日㈫までに、往復はがきで教室名、
コース、住所、電話番号、親子の氏名（ふり
がな）、お子さんの生年月日・性別を戸越体育
館へ

日5月10日～7月12日の月曜日
午後5時30分～7時（全7回）
場総合体育館
人小・中学生20人（抽選）
￥5,880円（保険料込）
申4月21日㈬までに、往復はがきかFAX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

ぜん息治療のポイントは、生活環境の整備と
正しい治療、そして体力作りです。体力作り
には、温度・湿度が高く、運動誘発ぜん息を
起こしにくいといわれている水泳がとても有
効です。水泳を通じて水慣れや、ぜん息に負
けない体力づくりをしませんか。
日5月15日～6月26日の土曜日
午後1時～3時（全6回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内医師・看護師による健康チェックのもとで
の水泳教室、保護者との個人面談
人区内在住で平成10年4月2日～17年4月1日
生まれのぜん息児50人
（主治医意見書・参加歴を考慮し選考）
申4月23日㈮（必着）までに、はがきで教室名、
住所、氏名、生年月日、電話番号を健康課公
害補償係（〠140－8715品川区役所☎5742
－6747）へ
※後日、主治医意見書用紙などを送付します。

第1期親子体操教室

ジュニアソフトテニス教室

ぜん息児水泳教室



問い
合わせ

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

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

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

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

（5）

4月から非自発的に失業した方
の国民健康保険料の軽減が始
まります
21年3月31日以降に企業のリストラや
倒産などで非自発的に失業した64歳ま
での方で、次にあてはまる方は国民健
康保険料が軽減されます。
人次のすべてにあてはまる方
●「雇用保険受給資格者証」の「離職
年月日」が21年3月31日以降
●「雇用保険受給資格者証」の離職の
「理由」が特定受給資格者（コード11・
12・21・22・31・32）か、特定理由
離職者（コード23・33・34）
※「雇用保険受給資格者証」の右上に、
「高」か「特」の表示がある方は対象に
なりません。
※失業前から国民健康保険の被保険者
の方も対象です。
軽減期間／
失業日の翌日の月から翌年度末まで
※22年3月30日までに失業した場合、
22年4月から軽減されます。
保険料の算定方法／／給与所得を100分
の30として算定した住民税額に基づき、
計算
※住民税が減額になるわけではありません。
高額療養費の支給に係る自己負担限度額
も、同様の軽減措置があります。
申「雇用保険受給資格者証」「品川区国
民健康保険被保険者証」の写しを国保
医療年金課資格係（〠140－8715品川
区役所本庁舎4階☎5742－6676）へ郵
送か持参
○国民健康保険料の軽減手続きに必要
な「雇用保険受給資格者証」は、事前
にハローワークで失業給付と求職届け
を行わないと発行されません。詳しく
は、ハローワーク品川☎3450－8609
へお問い合わせください

国民年金の学生納付特例は
年度ごとに申請が必要です
　学生納付特例は、学生期間の国民年
金保険料の納付が猶予される制度です。
22年度分の申請を受け付けますので、学
生証（在学証明）と年金手帳をお持ちく
ださい。日本年金機構から申請書（はが
き）が送付された方は、必要事項を記入
して返送すれば申請が完了します。
　また、21年度の申請期限は4月30日
㈮です。まだ申請されていない方は、
至急申請してください。
※対象校はお問い合わせください。
※学生納付特例を受けた期間は、年金
の受給資格期間には含まれますが、年
金額には反映されません。10年以内で
あれば、さかのぼって保険料を納める
ことができます。ただし、3年度目から
は一定の加算金がつきます。
問国保医療年金課国民年金係
☎5742－6682

22年度就学援助の申請を
受け付けます
　公立小・中学校へお子さんを通学さ
せている保護者に、学用品費や給食費
などを援助します。援助を受けるには、
区内在住で所得が限度額を超えないな
ど一定の要件があります。援助費は申
請した月から23年3月まで支給します。
　詳しくは、4月初めに学校から配布し
た「就学援助のお知らせ」をご覧くだ
さい。
※21年度認定されていた方もあらため
て申請してください。
※品川区外の公立学校に通学している
方はお問い合わせください。
申4月30日㈮までに、申請書を学務課
学事係（〠140－8715品川区役所第二
庁舎7階☎5742－6828）へ郵送か持参

障害者福祉手当を支給します
障害者福祉手当は、4月23日㈮ごろ受
給者の口座に振り込みます。対象とな
り申請をしていない方は、お問い合わ
せください。なお、申請時に65歳以上
の方は対象になりません。
※振込通知は年に1度、4月期にのみ送
付します。
人次のいずれかにあてはまる方
○身体障害者手帳1～3級
○愛の手帳1～4度
○脳性まひ・進行性筋萎縮症
○戦傷病者手帳特別項症～第4項症
○規則に定める特殊疾病にり患している
○精神の障害により1級の障害基礎年金
などを受給している
※児童育成手当（障害手当）にあては
まる方、障害者支援施設や特別養護老
人ホームなどの施設へ入所している方
は対象になりません。
※所得制限額（扶養のない方で
3,604,000円）を超えている方は対象に
なりません。
※所得超過により対象でなくなった方
も、翌年度以降の所得が制限基準内にな
れば、再び申請できる場合があります。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707 Fax3775－2000）

都市計画審議会
日4月20日㈫午後2時から
場第一委員会室（議会棟6階）
審議案件／／
東品川四丁目地区地区計画の変更
（東品川3・4丁目各地内）
人10人（先着）
傍聴方法・問
当日午後1時30分までに、都市計画課
（本庁舎6階☎5742－6760）へ

障害者の方に対する職業相談
日4月23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（☎
3588－8631 Fax3589－3623）へ

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。シ
ルバー人材センターにご相談ください。
日4月30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、荏原第四区民集会所（中延5
－3－12）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。

学校図書館でボランティアを
してみませんか
小・中学校の図書館で、図書整理など
をするボランティアです。詳しくは、
各校副校長までお問い合わせください。
場問
第一日野小学校
（西五反田6－5－32☎3492－6258）
後地小学校
（小山2－4－6☎3781－0890）
大崎中学校
（西品川3－10－6☎3491－6623）
冨士見台中学校
（西大井5－5－14☎3772－0900）
荏原第六中学校
（小山5－20－19☎3781－7776）

身体・知的障害者相談員に身体・知的障害者相談員に
ご相談くださいご相談ください
区長から委嘱さ
れた相談員が、
身体や知的障害
のある方の地域
生活に関する支
援の相談に応じ
ています。
秘密は固く守り
ます。お気軽にご相談ください。
相談日時／随時
※訪問する場合は、事前に電話などで要予約。
相談方法／訪問、電話、ＦＡＸ
相談内容／／
身体障害者相談員＝身体に障害のある方の相
談と必要な指導・助言
知的障害者相談員＝家庭での養育、生活など
の相談と必要な指導・助言
※いずれも施設入所、身体障害者手帳・愛の
手帳の交付申請手続きなど、福祉事務所との
連絡調整を行っています。障害者福祉団体の
紹介もしています。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707 Fax3775－2000）

●身体障害者相談員（14人）
氏　名 住　所 電話・FAX（兼用）

○視覚障害者
笹原　稔 西中延1－11－4

アサヒ治療院
070－6562－
9328 ※FAXなし

下堂薗　保 東大井1－14－24－1211 3471－7253
○肢体不自由児・者（主として父母などが相談する場合）
菊地絵里子 西大井6－5－4　 6902－0070
浅井　幸夫 大井3－26－13－103 3773－1379
尾下　貴美 西大井4－21－10－214 5742－2762
庭田富美代 西大井4－16－3－102 3773－9887
○重症心身障害児・者
奥山きみの 東品川3－32－6－801 3450－6631
丸山　文子 東品川3－10－1－1703 3471－7939
○肢体不自由者（本人）・内部障害者
伊藤　保 荏原2－17－2 3786－4504
杉村　美重 南大井1－13－7－402 3762－8492
髙橋　秀年 南大井1－13－7－1002 3768－5502
○聴覚障害者　＊＝ＦＡＸ専用
今井　千枝 荏原2－17－9－205 3785－6285＊
佐々木敏惠 旗の台4－10－2むつみ荘 3784－7895＊
○人工こう門・ぼうこうの方
松浦　輝義 二葉1－14－13田中荘 3786－8242
●知的障害者相談員（10人）
氏　名 住　所 電話・FAX（兼用）

生澤小恵子 戸越2－9－17 3785－1574
犬丸　咲子 東品川3－21－18－105 3450－6532
上田　幸枝 北品川1－1－10－708 3450－4078
榎本　薫 西大井3－7－18 3772－7215
大上　好江 南大井6－7－13－601 3763－8975
島崎　妙子 八潮5－1－4－218 3799－3670
平澤　栄子 小山6－24－14 3782－8033
松田　啓江 東中延1－4－5－401 3782－9534
目黒百合子 南大井2－12－1－502 3763－8695
安原　隆男 八潮5－8－44－301 3790－3108

お知らせ

区広報紙に
 広告  を掲載しませんか
「広報しながわ」の
毎月21日号に掲載す
る有料広告を募集し
ます。
広告掲載号／
6・7月の21日号
発行部数／／
15万6千部
申4月23日㈮までに、広報広聴課で配布
する申込書と原稿の見本を同課（本庁舎
5階☎5742－6644 Fax5742－6870）へ
※7月号は3・4号広告のみ募集。
※版下は広告主作成。入稿はデータ
（MAC）でお願いします。

広告の大きさ 掲載料（１回）
1号 縦4.4cm横23.4cm 14万円
2号 縦4.4cm横15.5cm 9万円
3号 縦4.4cm横11.6cm 7万円
4号 縦4.4cm横7.7cm 4万5千円

◎「広報しながわ」は1日・11日・21
日の月3回発行しています
本紙は新聞折込のほか、地域センター・
図書館・文化センターなどの区施設、
区内各駅・公衆浴場で配布しています。
○区ホームページからもPDFファイル
でご覧になれます。
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お知らせ

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（繰り上げ返済は一括返済のみ可）
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　  －－－－－－－
問都市計画課住宅運営担当
（本庁舎6階☎5742－6777）

分譲マンション管理組合に
マンション管理士を派遣します
時間／1回2時間程度
対象／／区内の分譲マンション管理組合
￥3回まで無料
申電話で都市計画課住宅運営担当☎
5742－6777へ

品川歴史館は休館します
展示替えのため休館します。
日4月12日㈪～16日㈮
問同館☎3777－4060

公害関連の届け出をしましょう
　「工場」と工場以外で公害を規制する
必要のある「指定作業場」（ガソリンス
タンド、コインランドリーなどの洗濯
場、駐車場、ボイラーなど32種類）は、
新設や建物・設備の変更、廃止や移転
をする時などには届け出をする必要が
あります。また、騒音や悪臭などの規
制基準を守る義務もあります。
　自分の事業所が公害法令に基づく届
け出をしているか、確認をお願いしま
す。
※詳しくはお問い合わせください。
問環境課指導相談担当☎5742－6751

　スポーツ

マスターズバドミントン大会
日4月29日㈷午前9時～正午
場戸越体育館
内クラス別ダブルスリーグ戦、ラリー
ポイント制
人50歳以上の男性、45歳以上の女性
※1人でも参加可。
￥1,050円（シャトル代込）
申4月18日㈰までに、はがきかFAXで
大会名、住所、氏名、電話番号、出場
経験者はクラスをスポーツ協会へ

第50回品川区団体卓球選手権
大会
日5月5日㈷午前9時から
場総合体育館
種目／①男子・女子Ⅰ部（上級者グループ）
②男子・女子Ⅱ部（中・初級者グループ）
③男子・女子50・60代の部
④男子・女子ジュニア
※①は年齢制限なし。②は40歳まで。
④は17歳以下。年齢は4月1日現在。
※重複出場不可。
試合方法／2人シングルス1ダブルスの団体戦
￥1チーム4,500円、17歳以下2,000円
連盟登録者4,000円
主催／／品川区卓球連盟
申4月20日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

シルバーピンポン＆初心者
卓球教室
日5月12日～6月30日の水曜日
午後0時30分～2時30分（全8回）
場総合体育館
内人①シルバーピンポン＝60歳以上の方
②初心者卓球＝59歳以下の初心者
合計40人（抽選）
￥①2,500円　②4,000円
（ボール代、保険料込）
申4月21日㈬までに、往復はがきで教
室名、番号、住所、氏名、年齢、電話
番号、経験の有無をスポーツ協会へ

初心者硬式テニス教室
①5月13日～6月10日の火・木曜日
午前9時30分～11時30分（全8回）
託児／／3歳～就学前のお子さん3～10人
（抽選）　※おやつ代など1人1,100円。
※2人以下は中止。
②5月6日～6月24日の木曜日
午後7時～9時（全8回）
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
場総合体育館
人学生を除く16歳以上の方各40人（抽選）
￥各5,000円（ボール代・保険料込）
申4月22日㈭までに、往復はがきで教
室名、番号、住所、氏名、年齢、電話
番号、①は託児希望の有無をスポーツ
協会へ

シードチャレンジ
硬式テニス大会（女子の部）
日5月30日㈰午前9時から
場しながわ区民公園（勝島3－2）
内ダブルストーナメント戦
人区内在住か在勤の方、連盟登録者
38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5月23日㈰までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

初心者ボウリング教室
日5月17日～6月14日の月曜日
午前11時～午後0時30分（全5回）
場品川プリンスホテルボウリングセン
ター（港区高輪4－10－30）
講師／／上原正雄（プロボウラー）
人20人（先着）
￥6,000円（ゲーム・靴代込）
申4月23日㈮までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

　
　講座

公園で愛犬と楽しむための
マナー講習会
日4月25日㈰午前9時30分～11時30分
内警察犬訓練士によるデモンストレー
ション、実技指導ほか
対象／／飼い主と飼い犬20組（先着）
場申午前9時～午後5時に、電話か直接
しながわ中央公園（区役所前☎5740－
5037）へ
問道路公園課公園維持担当
☎5742－6789

星薬科大学公開講座
No. 講座名 内容・講師 日時

① 薬草
見学会

〈第1部〉
キャンパスツアー
（星一資料室ほか）

5/15㈯
11:00～
12:00

＜第2部＞
講義
「香辛料にする植物」

南雲清二
（同大学薬用植物研究室教授）
「伝統薬と動物生薬」

清水虎雄
（元東京都薬用植物園園長）
薬草園見学

5/15㈯
13:00～
16:30

② 講演会

先端科学創造シンポジ
ウム「肥満症・メタボ
リックシンドロームと市
民生活」　

中尾一和
（京都大学内科学講座教授）

5/21㈮
13:30～
15:00

－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
場同大学（荏原2ー4ー41）
人各100人（抽選）
申4月26日㈪（必着）までに、往復は
がきで講座名、No.（①は希望の部も、
両方も可）、住所、氏名（ふりがな）、
年齢・性別、電話番号を文化スポーツ
振興課生涯学習係へ
※①②は別々の往復はがきで申し込ん
でください。

講座・講演

スポーツ

●配達時には、区指定業者が必ず購入者本人の申込はがき・
FAX、電話申込受付票を持参します。訪問販売や電話での勧誘は
一切していません。あっせんに便乗した悪質な業者には十分ご注
意ください。不審な訪問や電話がありましたら、防災課までご連
絡ください。
●古くなった消火器は、ごみとして処分できません。処分のみ希
望する場合は、消火器のラベルに記載されている消火器メーカー
か、区指定業者に直接ご相談ください（廃棄処分料がかかります）。

家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん

種類 薬剤重量 価格
購入 粉末消火器5型（国家検定品） 1.5㎏ 4,300円

詰め替え
粉末薬剤 1～3.5㎏ 3,200 ～6,100円
強化液薬剤 3・4ℓ 5,300 ～6,100円
中性強化液薬剤 2ℓ 6,100円

※耐用年数（おおむね8年）を経過したものは詰め替えできません。

区指定業者 所在地 電話番号
神谷商会 二葉1－6－2 3783－4882
後藤塗料商会 南大井4－15－7 3762－0376
平井商会 大井7－26－12 3772－2895
前出工機 東五反田3－17－5 3449－1581
和田商会 二葉2－10－4 3782－1885
アサヤマ 東五反田1－7－6 3443－6191
竹内商会 西大井2－17－10 3772－7913
東日工業 西五反田2－24－9 3494－8936

火災は小さいうちの消火が肝心です。いざという時のため
に十分な消火能力を持つ消火器を備えましょう。
申込締切日／毎月25日　
※指定業者が自宅へ届けます。配達は翌月中旬です。
申はがきか電話、FAXに「消火器購入」か「詰め替え」とし、
住所、氏名、電話番号（昼間連絡のとれる）、希望本数、
古い消火器の処分希望の有無、処分希望の方は本数を防災
課（〠140－8715品川区役所☎5742－6695Fax3777－1181）へ
○区ホームページから電子申請もできます。
※購入・詰め替えの申し込みと同時の場合に限り、古い消
火器を1本1,050円で引き取ります。
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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
地域活動課ふれあいサポート担当

☎5742－6693

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）を付与します。ためたポ
イントは区内共通商品券と交換か福祉施設など
に寄付もできます。事前にボランティアセンター
で申し込みが必要です。
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）
※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

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

●演芸披露
高齢者施設で利用者に演芸や音楽
演奏などをします。
日曜日は相談で　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）
●レクリエーションボランティア
高齢者施設で音楽や一芸などを披
露します。
日月2回（月・火・木・土曜日）
13:30～14:30
場サンケア戸越銀座（平塚1）
●洗濯物たたみ
障害者施設で利用者の洗濯物をた
たみます。
日週1回　曜日は相談で
13:30～16:00
場かもめ（八潮5）

●リハビリ室への送迎
高齢者施設で利用者を部屋からリ
ハビリ室へ移動する際の車いす介
助をします。
日火曜日　9:50 ～11:20
場特別養護老人ホーム成幸ホーム
（中延1）
●傾聴ボランティア
高齢者施設で利用者と話したり、
お茶を出したりします。
日月1回　曜日は相談で
13:00～16:00
場特別養護老人ホーム晴楓ホーム
（東品川3）

ポ

ポ

ポ

さわやかサービスは、高齢者や障害者の家事援
助を中心に、区民相互の助け合いを支援する有
償のボランティアサービスです。
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4月22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/sawayaka/

■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

子育て若葉マーク講習
受託グループ募集
乳幼児の保護者を対象にした子育ての
学習会や講座を、区に代わって開催す
るグループを募集します。
テーマ／子どもの入園や就学の準備、
家庭教育やしつけ、乳幼児の成長と親
のかかわり方など
内7月1日～23年3月15日に1・2回の講
座（学習会）を開催するグループに委
託料を支払い（上限20,000円）
※委託料は講師謝礼、保育者謝礼、会
場使用料、事務用消耗品などに使用。
人次のすべてにあてはまるグループ
20団体（選考）
①5人以上で構成され、代表者と半数以
上が区内在住・在勤・在学である
②乳幼児の親が会員となって活動して
いる、または子育て支援などの活動を
している
※若葉マーク講習を過去連続して3回受
託した団体は申請できません。
申請書配布場所／子育て支援課、文化
センター、児童センター、図書館
申5月28日㈮までに、申請書を子育て
支援課在宅子育て支援係（〠140－
8715品川区役所本庁舎7階☎5742－
6720）へ郵送か持参
※委託候補団体への説明会を6月11日
㈮午後3時に行います。

メイプルセンターの講座
①イギリス英語で英会話
日4月19日～6月21日の月曜日
午後1時30分～3時（全9回）
※全10回のうち2回目からの途中入会。
※4月12日㈪か4月19日㈪の見学可。
人英会話に多少慣れている方12人
（先着）
￥18,000円
②韓国語会話Ⅱ＜中上級レベル＞
日4月14日～6月23日の水曜日
午後6時45分～8時45分（全10回）
※全11回のうち2回目からの途中入会。
※4月14日の見学可。
人簡単な日常会話ができる方8人
（先着）
￥24,000円（テキスト代別）
③体力向上と体質改善をめざそう
ソフトヨガと健康ツボマッサージ
日4月17日～6月19日の土曜日
午後1時30分～2時45分（全5回）
人12人（先着）

￥7,500円
④エッセイを書いてみよう
日々の出来事や旅の思い出をつづる
日4月22日～6月10日の木曜日
午後10時～正午（全4回）
※全5回のうち2回目からの途中入会。
人若干名（先着）
￥8,800円
⑤運勢向上に役立つ開運術を学ぼう！
暮らしに生かす気学と風水
日4月22日㈭、5月27日㈭、6月24日㈭
午後1時～2時30分（全3回）
人12人（先着）
￥5,100円
⑥野菜スイーツ～ジャム＆焼き菓子
日5月22日（土）午後1時～4時
人24人（先着）
￥3,800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

新緑の文化財めぐり
大崎・戸越の文化財を訪ねる
日5月23日㈰午後1時～4時
※小雨決行。
コース／／大崎駅西口～観音寺～居木神社
～貴船神社～大正六年銘道標～戸越八
幡神社～行慶寺～戸越公園～大原不動
堂～戸越六丁目子育地蔵～戸越公園駅
※約5㎞。
人100人（抽選）
￥50円（保険料）
申4月26日㈪までに、往復はがきに「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

第166回しながわ
日曜コンサート
日4月18日㈰午後1時30分～3時
曲目／ベートーベン「月光」ほか
出演／／品川クラシック音楽協会
場・観覧方法／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4月24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4月22日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5353）へ

太陽エネルギー見本市
●太陽エネルギーを活用した
発電セミナー
太陽のエネルギーと高効率機器のお得
なダブル発電の仕組みを学びます。
日5月15日㈯午前11時～正午
人30人（先着）
●ソーラー工作教室
太陽の光をあびてパタパタと羽ばたく、
かわいいソーラーカモメを作ります。
日5月16日㈰午前11時～正午
持ち物／はさみ
人小学3年生以上の方30人（先着）
※小学生は保護者の付き添い可。
￥1,000円（材料費）
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
場環境情報活動センター（第二庁舎3階）
申4月30日㈮までに、電話で環境課環
境推進係☎5742－6949へ

2010品川区民「春のコンサート」
管弦楽で奏でる、風薫る初夏の夕べを
お楽しみください。
日5月22日㈯午後6時30分開演
（午後6時開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
曲目／ラーション ｢小オーケストラの
ための抒情的幻想｣、シベリウス ｢音詩
エン・サガ｣、ニルセン ｢交響曲第1番
作品7｣
指揮／新田ユリ
演奏／品川区民管弦楽団
託児／1人遊びができる2歳～就学前の
お子さん7人（抽選）　
※おやつ代100円。
※5月10日㈪までに、はがきに「コンサー
ト託児」とし、住所、氏名、電話番号、
お子さんの氏名（ふりがな）・性別・月
年齢を文化スポーツ振興課文化振興係へ
￥700円（全席自由）　
※当日券有り。
チケット販売・問
文化スポーツ振興課

催　し ★

★

ポ

緑 花と の
フェスティバル

春の花や苗などを販売するほか、特
色のあるイベントを行います。
日程 会場・問い合わせ 内容

4/17㈯
18㈰

しながわ区民公園
（勝島3－2☎3762
－0655）

フラワーア
レンジメン
ト教室ほか

4/24㈯
25㈰

戸越公園（豊町2－
1☎3782－8819）

抽選会、親
子記念写真
撮影会ほか

5/ 8㈯
9㈰

西大井広場公園
（西大井駅前）
問しながわ区民公園
☎3762－0655

ふれあい動
物園ほか

5/15㈯
16㈰

東品川海上公園
（東品川3－9
☎3471－3696）

園内の植物
を使った講
座ほか

※時間は午前9時～午後4時。

参当日、会場へ
問道路公園課公園維持担当
☎5742－6789

品川新人演奏会
オーディション
本審査の入賞者は、品川区民芸術
祭の「プルミエコンサート」で行
う新人演奏会で演奏できます。
内ピアノ、声楽、弦楽、管楽部門
のクラシック
人次のすべてにあてはまる方
①35歳未満で区の芸術振興に意欲
がある
②音楽大学などの専門的なクラ
シック音楽教育を4年以上受けた
￥5,000円
申5月6日㈭～6月1日㈫（必着）に、
応募用紙、作文「品川区の芸術振
興への思い」（800字程度）、課題曲
を録音した音源（CDかMD）をきゅ
りあん（〠140－0011東大井5－18
－1☎5479－4112）へ郵送か持参
※応募用紙は HPwww.shinagawa-
culture.or.jp/からダウンロードできます。
※詳しくは、文化スポーツ振興課、地
域センター、文化センターなどで配布
するちらしをご覧ください。

参加者
募集

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
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● いま、品川区では。
● こども夢ウィーク

次号予告　4月21日号
平成22年（2010）

4/11
1746号

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。

社会貢献活動見本市2010社会貢献活動見本市2010

西大井シルバーセンターが移転した跡施設に、「森前障害
者福祉施設」がオープンし、1月22日㈮に開所式が行われ
ました。施設は1階が精神障害者を対象とした作業所「か
もめ第二工房」、2階は知的障害者のグループホームとなっ
ています。施設の入り口横には、かもめ第二工房で作っ
たお菓子などの販売など、地域の人も気軽に立ち寄るこ
とができるコーナーができ、早速買い求める姿も見られ
ました。内覧会に参加した人は「日当たりが良くてとて
もきれい。このような施設ができてよかった」と口々に
話していました。

しながわキッズ写真展

2月3日㈬～8日㈪、「探した！見つけた！
みんなのまちしながわ」をテーマに、「し
ながわキッズ写真展」がイトーヨーカドー
大井町店の8階、しながわ区民ギャラリー
で開催し、2～18歳のお子さんの写真が
展示されました。

世界チャンピオンが来庁

2月9日㈫、ワタナベボクシングジムに所
属する内山高志選手が、濱野区長にタイ
トル奪取を報告。同選手は1月に行われた
タイトルマッチで、12回ＴＫＯ勝ちを収
め、区内のボクシングジム所属選手とし
て初となる男子世界王者になりました。

約13万点の作品の頂点に！

3月4日㈭、立会小5年生の中村萌音さん
が、星野校長先生、図工の田中先生、お
母さんと一緒に、世界児童画展で内閣総
理大臣賞を受賞したことを濱野区長に報
告。作品は、全国から応募された約13万
点の作品の中から選ばれました。

そばの花観察運動で初入選

品川の子どもが描いたそばの花のスケッ
チを、「そばの花観察運動」に応募。全国
1,537点の応募の中から立会小6年の永井
花奈さんが努力賞、立会小4年の我如古
萌絵さんが日麺連賞を受賞し、東京都か
ら初めての入選となり、3月10日㈬に区長
に報告しました。

大活躍！

1月28日㈭、品川区文化芸術・スポーツ振興ビジョン策
定委員会が開かれ、答申書が濱野区長に手渡されました。
答申ではビジョンがめざすまちの姿を「文化芸術・スポー
ツでつながり　輝き続けるしながわ」とし、基本理念と
して「人をつなぐ」「まちの資源をつなぐ」「誇りにつなぐ」
の三つを掲げています。本紙3月21日号でお知らせしたよ
うに、この答申などにより策定されたビジョンを基に区は
今後の文化芸術やスポーツに関する施策を展開していき
ます。

文化芸術・スポーツで
つながる“まちづくり”

森前障害者福祉施設
オープン！

　「品川で出逢
あ

う・つながる・助け合う」をテーマに、2月26日㈮、きゅ
りあんイベントホールで社会貢献活動見本市2010が開催されまし
た。会場では地域や社会が抱える課題の解決に向けて、区内で地域
貢献活動をしている52団体が、活動をＰＲするためのちらしやパン
フレットの配布、作品や活動記録の写真・動画を展示しました。
　この見本市は区が設置した「区民と区との協働を進める懇話会」
メンバーが実行委員会を作り、企
画・実施したもので、町会・自治会、
NPO法人、ボランティア団体、商店街、
大学、企業など、色々な立場の人が
集まり、会場は活気にあふれました。
訪れた人は、パンフレットや冊子を
手に取ったり、日ごろの活動の様子
を熱心に聞く姿も見られました。

出逢う出逢う
つながるつながる
助け合う！助け合う！

品川
写真
ニュース

町会活性化に向け、品川区町会塾、ミニ町会塾を開催
　品川区長期基本計画の都市像の一つ「だれもが輝くにぎわい都市」の実現に向けた取
り組みの一つとして、1月30日㈯、きゅりあんで、講演とシンポジウムのつどい「品川
区町会塾」が行われました。区内の町会長や町会関係者のほか、濱野区長、本多区議会
議長など、およそ250人が参加。第1部では、町会活性化に向けて、地域まちづくり研
究所の伊藤光造さんを講師に招き、「元気な町会・自治会をめざして」をテーマに講演、
第2部では、町会・自治会の現状と課題
や将来の展望などを話し合いました。
　また、2月22日㈪に荏原地区、3月11
日㈭に大井・八潮地区、20日㈯に品川・
大崎地区で、町会・自治会の会計の透明
化・適正化を支援するため、ミニ町会塾
が開催されました。町会・自治会の会計
担当者が参加し、税理士による講義の後、
会計の現状などの情報交換を行いました。


