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清掃事務所特集：

21 年４月から特集企画では毎回
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

早朝、清掃事務所から一斉に出動する収集車両

品川区ではごみの減量化に向けた積極的な取り組みをしています。
17年7月に23区でいち早くごみの各戸収集を開始しました。また、資源回収ステーションでは
新聞、びん、缶、プラスチック製容器包装など11品目の資源の回収をしています。
こうした取り組みと皆さんの協力によってごみの量は着実に減っています。

みんなで声をかけ合い、
きれいなまちを実現しよう

向井宇三美さん
�自宅は北区なのですが、マンションの清掃
を任されて、品川区に�っています。清掃事
務所の職員は皆さん、責任感の強い人たちば
かり。ごみの収集の際にはいつも、「丁寧に
出してくれてありがとうございます」と声を
かけてくれます。それがうれしくて、ごみを

出した後をきれいに掃く
ようにしています。こ

うしたコミュニケー
ションは、とても
大切だと思います。
私たちが協力し合
わなければ、きれ
いなまちは実現でき

ませんからね。

清掃事務所職員に感謝しています
西五反田6丁目町会婦人部部長�臼井武子さん
�各戸収集が始まってから、ごみの量が減っ
たと実感しています。それぞれの家の前で収集
してもらいますから、だれがどうやって、どれ
くらいのごみを出したかは一目瞭

りょうぜん

然。人の目を
意識することで、住民一人ひとりのモラルが向
上したのでしょうね。一方ごみを収集している

職員の方々は、本当に大変な仕事
をされていると思います。も

し、私たちの出したごみを
収集してくださる方が
いなかったらどうなる
でしょう。そう考え、
いつもありがたみを
感じています。

回収を呼びかけて大切な資源を集めたい
西五反田6丁目町会廃棄物減量等推進員�皆川節さん
�西五反田6丁目町会では、アルミ缶回収が始まった
ときに、いち早く町内をあげて集団回収の取り組みを
始めました。きちんと洗って、つぶして出す。こうし
た出し方を町内の皆さんに理解していただくとことか
ら始め、今では集団回収の報奨金が町内会の活動資金
の一部になっています。限りある資源をごみとして処
分してしまうのは、本当にもったいないこと。なかに
は出し方がわからない方もいて、声をかけさせ
ていただいています。地道な活動ですが、

将来の品川区、
未来の地球の
ために、今や
らなければ
ならないこと
だと思ってい
ます。

　廃棄物減量等推進員とは？
�区では「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」を制定し、各町会・自治会からの推せんにより、廃棄物減量等
推進員を委嘱しています。現在活動している推進員は531人。ごみ分別の徹底、地域のごみ・資源の状況の把握、ごみ減量
とリサイクル活動の推進、ごみ・資源収集の情報発信など、いわば地域のごみ・資源収集のリーダー的役割を担っています。

皆川さんの手書きのごみの出し方

品川区には清掃事業の二つの拠点があります
●品川区清掃事務所
�品川庁舎�大崎1－14－1 ☎3490－7051
�荏原庁舎�平塚1－10－11☎3786－6552

朝は体操で始まる

皆さんとともにごみ減量化と
資源回収をすすめます！
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�区では、ごみや資源の行方を追跡する「ごみ・資源追っかけ隊」
を年に4・5回開催しています。
�親子で参加するこのイベントの目的は、リサイクルへの興味を
持ってもらうこと。回収されたごみや資源が実際に処理される「現
場」を訪ねることで、リサイクルへの関心を深めていきます。定
員は40人で、次回の開催は6月の予定。詳しくは本紙やホームペー
ジでお知らせします。

家庭から出たごみ、資源はどうなるの？

未来のために、
私たちのできることを
していきましょう！
品川区清掃事務所職員�
吉葉聡さん

�現在埋め立てをしている「新海面処分場」
は、23区最後の最終処分場になるといわれ
ているのはご存じでしょうか。ここがいっぱ
いになってしまったら、もうごみを捨てると
ころはないんですね。ですからごみを減らす
ことは、処分場の寿命を延ばし、私たちの
子どもや孫の代まで処分場を残していくた
めに必要不可欠なことなのです。すべての
住民の方々に高い意識を持っていただくこ
とは難しいことですが、あきらめず、皆さん
に声をかけ、お願いをすることで、ごみ減
量の意識を少しずつでも高めていければと、
思っています。
�ごみを収集する職員は�常同じエリアを
２年間担当します。何かお困りのことがあ
れば、お住まいの地域の担当職員にご相談
ください。どうかみんなで一緒に、品川区
のごみ減量を実現していきましょう！

　区内で収集された燃やすごみは、八潮にある品川
清掃工場へと運ばれます。工場では、ごみを安全か
つ効率的に焼却処理します。焼却によってごみの容
積は約20分の１になり、さらに灰を溶かして冷やし、
砂状のスラグにすることで２分の１に。スラグの一部
は、道路の舗装材などの再生品の原料として使われ
ます。
　また、ごみ焼却時に発
生する熱エネルギーは回
収されて、発電や冷暖房
などの熱源として近隣の
施設で利用されています。

　陶器・ガラス・金属ごみは、京浜島の不燃ごみ処理
センターへと向かいます。ここではまず、ごみを砕く
とともに、電磁石と永久磁石によって鉄を吸着させて、
選別。その後、高速回転する永久磁石によってアルミ
を選別します。アルミには高速で回転する強力な磁石
に近づくと反発力を生じる特性があるのです。選別さ
れた鉄とアルミは、回収
業者に売られ、再生品と
して活用されていきます。
　残ったごみは中央防波
堤外側の埋立処分場へと
運ばれます。

　資源は八潮にある品川区資源化セン
ターへと運ばれます。ここでは、それぞ
れ専門の再生処理工場へと出荷するため
に、圧縮梱包や選別、保管などが行われ
ます。紙類は製紙工場で新聞紙や雑誌、
段ボールなどの再生紙に生まれ変わりま
す。びんは色によって３種類に分別した
うえで出荷され、処理工場でびんやアス
ファルト舗装材になります。

21年7月に行われた、ペットボトルのごみ・資源
追っかけ隊

実際に見てみよう！ ごみ・資源追っかけ隊

びんの選別作業

● ペットボトルがリサイクル工場に届き、洗浄
をくり返し、違う形の再生品の原料となって
いく過程を追うことで、リサイクルが身近に
感じられました。

● 少しでも処理を減らすために、きちんと分別
し、ペットボトルをきれいに出さなくてはい
けないと思いました。

● ペットボトルが形を変えていく
ところがおもしろかった。

● ペットボトルを出すときに、
キャップをはずし、ラベルをは
がすと、少しでも作業が楽にな
るかなと思いました。

  ご協力ください
■拠点回収

（古着、廃食用油）
5月8日㈯・22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）

■カセットボンベ、スプレー缶な
どは中身を使い切って、別の袋で
カセットボンベ、スプレー缶、ラ
イターは清掃車の火災の原因と
なります。必ず中身を使い切っ
て、ほかのごみと袋を別にして、

「陶器・ガラス・金属ごみ」の日
に出してください。

  フリーマーケット
■お越しください
●4月29日㈷
午前10時30分～午後2時�
※雨天は5月2日㈰。
場戸越公園（豊町2－1）
問品川こども劇場☎3784－6985

■出店者募集
●5月1日㈯
午前10時～午後2時30分�
※雨天は2日㈰。
募集数／60店�出店料／800円
場申当日しながわ区民公園（勝
島3－2）へ
問守本☎3763－7613
●5月23日㈰
午前10時～午後4時30分�
※雨天中止。
募集数／100店�出店料／800円
場申往復はがきで武蔵小山駅前�
り商店街振興組合（〠142－0062
小山3－15－6☎5788－4515）へ

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。
定休日／両店とも水曜日
　大井町店　 
東品川2－3－2　東品川清掃作業所2階
天王洲アイル駅下車
☎5460－2730
※大井町店は区役所耐震改修工事に伴い、
10月末（予定）まで仮店舗で営業します。
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

　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。

旗の台店
「春の子ども服と紳士用品・
トラベルバッグ」出品募集

日4月24日㈯～5月7日㈮午後1時～4時
※予約なしでお持ちください。
※身分証明書をお持ちください。
※出品は1人1回10点までです。
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7月の参加者の声

スラグ 中央防波堤外側埋立処分場

資源

陶器
ガラス
金属ごみ

燃やす
ごみ
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　ごみ・資源の分別変更から1年６カ月が経ちましたが、まだ一部に分別が
不十分な区民の方がいます。清掃事務所では、こういった区民に声かけを
続けることで分別の徹底を図ろうと努力しています。
　分別の方法を記載したちらしな
どを投函し、さらに後日、「ふれ
あい指導班」が直接訪問して説明
を行っています。また、集合住宅
にごみ出しの正しい方法を記載し
たちらしや冊子を全戸に配布して
徹底を促しています。

職員の手づくりによるごみの分け方を示したボード

〈
広
告
〉

住みよいまちづくりのために
乾電池と蛍光灯の分別回収など、
きめ細やかなサービスに驚きました！
広報ボランティア�北村隆さん

�大崎駅の大崎ゲートシティー内を抜けると、目黒川
沿いの桜が目に入ってきた。川沿いに右方向に歩くと、
オフィスビルのような「品川区清掃事務所」に到着。
�午前7時50分､ ｢正しい姿勢でしましょう」のアナウ
ンスで始まる体操後､ 朝礼､ 指さし呼称。ごみ収集車
30台収容の地下駐車場に驚いたり、�勤者に注意して
のごみ収集車の出庫に感心したり。ごみの収集現場 （大
崎地区）と住民へのインタビュー （西五反田地区）を
見学後、事務所で説明を受けた。
�ごみの各戸収集はわかるが、ふれあい指導班による
各戸への対応、資源の持ち去りへのパトロールまでし
ているとは…。また、ごみの各戸収集は好評であること、
23区で乾電池と蛍光灯の分別回収をしているのは、品
川区だけとは流

さ す が

石！  職員はサービス第一、区民との
直接対話を心がけ
ているとのことで
した。
� 一 区 民として
は、ごみ分別にも
心配りが必要だと
感じた。

広報ボランティアレポート

資源の

持ち去り
防止

　古新聞や雑誌などの資源をステーション（集積所）から持ち去ると50,000
円の過料に課せられることが区の条例で定められています。
　清掃事務所では「資源持ち去りパトロール隊」を組織し、毎朝、資源の
回収地域を巡回・指導しています。「パトロールを始めてから持ち去りは減
りました。ただ、悪質な業者も
いるのでこれからも厳しく追求
していきたい」と隊長の木下制
治さん。区民の皆さんも資源の
持ち去りなどを見かけたら、情
報提供をお願いします。

分別の徹
底

�品川区では、ごみの各戸収集や資源として回収する
品目を少しずつ増やすなど、資源循環型社会の実現に
向けて地域の特性を踏まえた独自の取り組みを行って
きました。特に、20年10月にはプラスチック製容器包
装を資源の品目に加え、資源化できない廃プラスチッ
クなどを燃やすごみに変更しました。
�その結果、ごみの量はピークだった元年度の約14.6
万トンから20年度の約8.0万トンと約46％減少し、資
源回収量は、元年度の約0.5万トンから20年度の約2.6
万トンと元年の約5.6倍の回収量となりました。

資源持ち去りパトロール隊。この制服で巡回する
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23区で先駆けとなった各戸収集

健康な身体づくりを
伝授します

武当派気功・武当派拳法

東急大井町線「戸越公園駅」・都営浅草線「戸越駅」より徒歩5分

中国気功健身会〒140-8799品川区東大井5-23-34　
Ｅメール

入会案内無料配布中
ご希望の方は下記まで

健康増進

体力増強

個人指導制

武当派気功・武当派拳法
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ごみの減量とリサイクルの推進

びん、缶回収 
（10年10月～）

乾電池回収
（15年7月～）

各戸収集
（17年7月～）

ペットボトル、
紙箱、

紙パック回収
（16年10月～）

廃プラスチック、ゴム、
皮革を燃やすごみに
（20年10月変更）

プラスチック製容器包装、
蛍光灯回収

（20年10月～）

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。

広報紙に広告を
掲載しませんか

※4月11日号で募集している、6月・7月の追加申し込み期限
は4月23日㈮まで。

  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

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
   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
  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。
  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、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

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。 

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。申し込みの詳細は、6月1日号をご覧くだ
さい。 

古紙
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5月5日～11日は「児童福祉週間」です｡
児童福祉週間は､国民に児童福祉の理念や制度について
お知らせするとともに､児童に対する理解と知識を深めることを
目的に制定されました｡
今年の標語は「地球はね　笑顔がつまった　星なんだ」です｡
今号では、児童福祉週間にちなんで児童センターで行う様々なイベントを
お知らせします。当日、会場へお越しください。
　　　　　   子育て支援課在宅子育て支援係☎5742－6720

児童センターを拠点に活動する太鼓クラブ､ サークル、
民舞サークルが一堂に会し､ 勇壮なステージを繰り広
げます｡ 力強い太鼓の響き､ 民舞の激しくかつ軽やか
な舞をお楽しみください｡

問い合わせ

夢 2010
こども ウィーク

和
太
鼓

　

ふ
ぇ
す
て
ぃ
ば
る

午後1時～4時

場六行会ホール（北品川2－32－3）
問大井倉田児童センター

児童センター全館から募集したバンドによる ｢KIDS�NOW
LIVE｣､ イベントによる交流など､ バラエティ豊かな総合イ
ベントを行います｡ 企画運営も中高生スタッフが担当します｡

K IDS  NOW  パーティー

 KIDS  NOWパーティー  IN  とうなか
5 9 日

午前11時～午後5時

内ライブ、カフェ、ゲー
ム大会、ダンス、オリジ
ナルムービー上映など
場問東中延児童センター

5 2 日
午前11時～午後4時

内ライブ、カフェ、ビリヤード、ダーツ、ダン
スなど
場問八潮児童センター

 KIDS  NOWパーティー  IN  やしお

施設名・電話 8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 なし

日光しながわ光林荘
☎0288－54－0988     1日㈰～9日㈪・17日㈫～24日㈫

●対象　区内在住か在勤の方が利用できます。
●申し込み（8月分）　5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（8月分）　5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。

夏のレジャーは保養所で！ 抽選にもれた方も空き室の問い合わせを！
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青少年長崎平和使節 参加者募集
   長崎の「熱い」夏を

日8月8日㈰～10日㈫（2泊3日）
内平和祈念式典参列、長崎原爆資料館見学、被爆体験者講話
聴講など
人次のすべてにあてはまる方6人（抽選）
①中学生～29歳�※未成年者は保護者の同意を得ている方。
②計画に従って、ほかの参加者と協力し、規律ある団体行動
ができる
③事前打ち合わせ会（6月下旬、7月下旬）と事後報告会（9
月上旬）に参加できる
④期日までに参加費を納められる
￥20,000円（交�費・宿泊費込） ※そのほか自己負担有り。
※地域センターなどで配布する募集要項をご確認の上、お申
し込みください。
申5月21日㈮（消印有効）までに、往復はがきに「長崎平和
使節希望」とし、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、職業（勤
務先）、学校名（学年）、電話番号（自宅・携帯）、未成年者
は保護者の氏名（保護者が記入）・電話番号を総務課平和担
当（〠140－8715品川区役所☎5742－6625）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

��は昭和60年3月26日に、
核兵器の廃絶と世界の恒久平
和を願い、「非核平和都市品
川宣言」を制定しました。
　この宣言の趣旨を次の世代
に語り継いでいくため、6人
の青少年を被爆地長崎に派遣
します。平和祈念式典への参
加、被爆体験者の話などを通
して、平和の尊さ�大切さに
ついて考えてみませんか？

児童センター各館のイベント
児童センター全館で毎年実施しています｡人と
人とのつながりを大切に､あそびの楽しさを伝
える各種イベントが盛りだくさんです｡

東品川児童センター
土曜はテラスDEランチ～異世代交流スペシャル
日5月15日㈯午前10時30分～午後2時30分
内カレー作り、異世代交流遊びなど

北品川児童センター
親子のひろばミニ縁日
日5月7日㈮午前10時～11時30分
内縁日、遊び体験

南品川児童センター
みんなでつくろう
ザ・カレーパーティー＆グリーンプロジェクトpart1
日5月8日㈯午前11時～午後1時30分
内カレー作り、花や野菜の種まきなど

東大井児童センター
携帯おもしろ写真展
日5月1日㈯～15日㈯午前9時～午後6時
※15日午後3時から表彰式。
内携帯電話で撮影した写真の展示

中原児童センター
Letｓ̓ enjoy  運動会～世代を越えた出会いと交流
日5月15日㈯午前11時～午後0時30分
場西霧ヶ谷公園（西五反田5－28）
※雨天の場合は中原児童センター。
内お楽しみ運動会

東五反田児童センター
キッズ☆ランド2010
日内5月7日㈮午前10時30分～午後3時＝
人形劇、遊びコーナー
8日㈯午前10時～午後4時＝
親子パン作り、遊びコーナー、リサイクルフェア

三ツ木児童センター
すぷりんぐ・ふぇすてぃばる2010
日5月12日㈬午前11時～午後4時
内親子ふれあい歌遊び、ミニマジックショーなど

小関児童センター
KOSEKI　スカイタワー
日5月7日㈮～15日㈯午後1時～4時
内廃材によるタワー作り

水神児童センター・南大井児童センター
人形劇を見よう！
日5月12日㈬午前11時～正午㈬午前11時～正午午前11時～正午
場南大井児童センター
内人形劇、パネルシアター
出演／人形劇団でかばっぐ
どろだんご大会
日5月19日㈬午後3時～4時30分㈬午後3時～4時30分午後3時～4時30分
場鈴ヶ森小学校（南大井4－16－2）
内どろだんご作りなど

大井倉田児童センター・一本橋児童センター
元気もりもりてんこもり
日内5月12日㈬午後3時30分～4時30分＝
スポーツ大会、集団あそび
13日㈭午前10時30分～11時30分＝
親子コンサート

平塚児童センター・後地児童センター
GO ！ GO ！プレイプラザ春
日5月8日㈯午前11時30分～午後2時30分
場平塚中央公園（平塚2－2）
※雨天の場合は平塚児童センター（平塚2－2－3）。
内バルーンショー、ティーンズショップなど

滝王子児童センター
親子観劇会
日5月9日㈰午後1時～2時
内演劇「なんかよ～かい」
出演／劇団風の子

伊藤児童センター
いとうワイワイランド
日内5月21日㈮午前10時30分～午後1時＝
人形劇、遊びコーナー
22日㈯午前10時～正午＝親子クッキング

西中延児童センター
サタデーランチ～にしなかＤＥキャンプ
日5月8日㈯午前10時30分～午後1時30分
内野外でできる料理

冨士見台児童センター・大原児童センター
TPFステージ
日5月8日㈯午後1時30分～5時
内創作劇、バスケットボール交流会

旗の台児童センター
旗の台こども夢フェスタ
日5月8日㈯正午～午後3時
場旗の台公園（旗の台5－19）
内クッキング、遊びコーナー
※雨天の場合は旗の台児童センター。

ゆたか児童センター
とごしーらんど
日5月15日㈯午後2時～4時
場戸越公園（豊町2－1）  
※雨天の場合はゆたか児童センター。
内探検ラリー、遊びコーナー

南ゆたか児童センター
あそびのひろば
日5月8日㈯午後1時～3時
場南ゆたか保育園（豊町4－17－21） 
内大工さん体験、工作コーナー、あそびコーナー

センター名 所在地 電話
東 品 川 東品川1－34－9 3472－5806
北 品 川 北品川2－7－21 3471－2360
南 品 川 南品川4－5－28 3450－5043
東 大 井 東大井1－22－16 3471－1070
中��原 小山1－4－1 3492－6119
東五反田 東五反田5－24－1 3443－1629
三 ツ 木 西品川2－6－13 3491－1005
小 � 関 北品川5－8－15 3449－1676
水 � 神 南大井5－13－19 3768－2027
南 大 井 南大井3－7－13 3761－4148
大井倉田 大井4－11－34 3776－4881
一 本 橋 大井2－25－1 3775－4352
滝 王 子 大井5－19－14 3771－3885
伊��藤 西大井6－13－1 3771－1311
平��塚 平塚2－2－3 3786－2228
後��地 小山2－9－19 3785－5033
旗 の 台 旗の台5－19－5 3785－1280
西 中 延 西中延3－8－5 3783－1875
中��延 西中延1－6－16 3781－9300
東 中 延 東中延2－5－10 3785－0419
冨士見台 西大井6－1－8 3785－7834
大��原 戸越6－16－1 3785－5128
ゆ た か 豊町1－18－15 3786－0633
南ゆたか 豊町4－17－21 3781－3577
八��潮 八潮5－10－27 3799－3000

児童センター 一覧
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事前の申し込みや費用が必要なものもあります。詳しくは各センターへ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://）

●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として
　����������の�����������の�

平成 22 年
（2010）
4/21情報館 情報館は6 〜8ページです

がん検診・健康診査など 一部有料

  ������������／午後8時〜午後11時���は1�時���まで�午後11時���は1�時���まで�11時���は1�時���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
 ��������������和大学��中央�4���������������和大学��中央�4��和大学��中央�4�

  ��������������／午前9時〜午後1�時���は9時���まで�

4月25日�月25日�25日��
29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���まで�

4月25日�月25日�25日��

 柿島医� 大�井 3 －21－10 ☎3775－5171
 歯科高品医� 大�井 4 －24－20 ☎3771－5160
 嶋田歯科医� 平�塚 2 －14－ 2 ☎3784－3684
 阿部整骨� 西品川 3 － 1 －20 ☎3490－2730
 須藤柔道整復� 中�延 5 － 9 － 5 ☎3783－0526

4月29日㈷月29日㈷29日㈷㈷

 石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477
 由井歯科 二�葉 1 －20－ 7 ☎3788－1610
 白田歯科クリニック 平�塚 2 －18－12 ☎3785－6471
 品川接骨� 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
 かとう整骨� 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525

  ����������／午後5時〜午後1�時���は9時���まで�午後1�時���は9時���まで�1�時���は9時���まで�

4月24日�月24日� ���品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
 ��������������和大学��中央�4���������������和大学��中央�4��和大学��中央�4�

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

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

内 小
歯
歯
骨
骨

日5月9日㈰午後1時30分から
場きゅりあん（大井町駅前）
内軽食つくり
持ち物／エプロン、三角きん、ふきん2枚
人ひとり親家庭で、4歳以上のお子さんと親30人（先着）
￥1家族500円
申4月27日㈫までに、電話で子育て支援課☎5742－6589へ

ひとり親家庭の「親子クッキング」

見て、聞いて、さわって、植物の生育条件を見つけましょう。
日5月30日㈰午後2時～4時�
場しながわ区民公園（勝島3－2）
講師／倉田智子（日本環境協会相談員）
持ち物／筆記用具
人小学生と保護者15組（抽選）
申5月11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 
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

環境学習講座　しながわ区民公園で自然とふれあおう！

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、
行事に参加するなど楽しいプロ
グラムを用意しています。

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

　5月に参加できる主な事業　　　　　　　　　　　　　　　 ※保＝保育園、幼＝幼稚園

●身体測定
�11日㈫＝五反田保
�12日㈬＝東大井保、五反田保
�13日㈭＝八潮西保
●キッズデイ
�13日㈭・14日㈮＝五反田保
●給食を知ろう会（離乳食）
�08日㈯＝ 品川保、荏原西保、源氏前保、旗の

台保
�14日㈮＝大崎保、平塚保、八潮北保
�15日㈯＝清水台保、西大井保、一本橋保
�21日㈮＝ 東五反田保、小山台保、�伊藤保、

台場保
�22日㈯＝八潮南保
�29日㈯＝中延保

●給食を知ろう会（幼児食）
�26日㈬＝西五反田保�
●リズム遊び
�木＝南大井保
●絵本の広場開放
�18日㈫＝西中延保
●園庭開放
�月～金＝ 冨士見台保、東五反田保、�大崎保
�火・木＝荏原保
�木＝西中延保
�12日㈬＝城南幼、平塚幼�
�20日㈭・27日㈭＝台場保
●保育体験
� 38園で実施（二葉つぼみ保育園を除く）
� ※詳しくは各園へお問い合わせください。

母乳の飲ませ方や母乳育児のポイントに
ついて、助産師と一緒に子育ての話をし
ましょう。
日5月6日㈭午後3時10分～4時10分
人おおむね1・2カ月児の母親20人（先着）
場申4月22日㈭から、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2903へ

●精神保健相談（こころの病気など）
大井保健センター／10日㈪
荏原保健センター／28日㈮

●高齢期のこころの相談
品川保健センター／17日㈪
大井保健センター／19日㈬
荏原保健センター／17日㈪・26日㈬
●児童思春期のこころの相談
品川保健センター／12日㈬
大井保健センター／27日㈭
荏原保健センター／27日㈭
●うつ病あんしん相談
品川保健センター／28日㈮
荏原保健センター／12日㈬
問各会場

母乳相談

5月のこころの健康専門医相談

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。
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

�職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。

種類 会場 日時など

胃がん（35歳以上）
自己負担1,200円

品川区医師会 毎日（㈰・㈷は除く） 9:00 ～11:00 
予約制荏原医師会 毎日（㈯・㈰・㈷は除く）

子宮がん
（20歳以上の
偶数年齢時）

契約医療機関
契約医療機関の診療日�※対象者には偶数年齢
の誕生日の前月に受診券（有効期限有り）を送
付�※受診券をお持ちの方のみ受診可

乳
が
ん 

マンモグラフィ
検診

（34 ～70歳の
偶数年齢時）

自己負担1,000円

品川区医師会
荏原医師会
契約医療機関
検診車

※対象者には、偶数年齢の誕生日の前月に受診
券（有効期限有り）を送付
※受診券をお持ちの方のみ受診可 
申 受診券に同封する乳がん検診申込書（はがき）
を健康課へ郵送かFAX、持参
○区ホームページから電子申請もできます

視触診検診
（71歳以上） 契約医療機関 契約医療機関の診療日�※保険証を持って、直

接契約医療機関へ�※受診券はありません

肺
が
ん
（
40
歳
以
上
）

 一般コース
（胸部Ｘ線検査）

品川区医師会 毎日（㈰・㈷は除く）�9:00 ～11:00 
13:00 ～15:00 （㈬・㈯は午後なし）

荏原医師会 毎日（㈰・㈷・第4㈯は除く）9:00 ～11:30 
月・木�13:00 ～16:00

ヘリカルコース
自己負担3,000円
（かくたん検査

600円）

品川区医師会 月～土 9:00 ～11:00
月・火・木・金�13:00 ～15:00 予約制

ヘリカル
ＣＴ検査荏原医師会 木�13:00 ～15:00

こう頭がん（40歳以上）
自己負担1,000円 契約医療機関 契約医療機関の診療日

※喫煙している方、自覚症状がある方が対象

大腸がん
（40歳以上） 契約医療機関

契約医療機関の診療日
※契約医療機関で検査セットを配布しますので、
申し出てください（便潜血検査）

前立せんがん
（55歳以上）
自己負担500円

契約医療機関 契約医療機関の診療日

女性の健康診査
（16 ～39歳） 契約医療機関 契約医療機関の診療日

結核検診
（65歳以上）

契約医療機関 契約医療機関の診療日
品川保健センター 第1・3㈭

9:00 ～10:30
予約制大井保健センター 第2・4㈭

荏原保健センター 第2・4㈫
○契約医療機関などは、区ホームページをご覧になるか健康課へお問い合わせください。
○ 乳がんマンモグラフィ検診は、現在希望者が多く翌々月以降の予約となることがあり

ます。
健康課�〠140－8715  品川区役所本庁舎7�  ☎5742－6743  Fax5742－6883
品川区医師会  ☎3474－5609���荏原医師会  ☎3783－5167
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図書館の特別整理休館
蔵書点検などのため休館します。

※図書館サービスコーナー（五反田）は
特別整理休館がありません。
問品川図書館☎3471－4667

品川歴史館は休館します
収蔵庫燻

くん

蒸
じょう

のため休館します。
日4月29日㈷～5月7日㈮
問同館☎3777－4060

おもちゃの病院は休診します
土曜日にボランティアが壊れたおもちゃ
を修理する ｢おもちゃの��｣ は休診し
ます。
日5月1日㈯
場問消費者センター

（大井1－14－1☎5718－7181）

化学物質を使用している
事業所は報告が必要です
化学物質による汚染を防ぐため、区では、
環境確保条例で義務付けられている適
正管理化学物質に関する報告を6月末ま
で受け付けています。
対象／適正管理化学物質を、年間100kg
以上使用している事業所
対象物質／トルエン、テトラクロロエチ
レン（パークレン）、クロム、鉛、硫酸、
シアンなど
※同じ物質でも違う名称で呼ばれたり、
製品の成分の一つとして入っている場合
もあります。製造業者から製品安全デー
タシート（ＭＳＤＳ）を取り寄せてご確
認ください。
※メッキ工場や塗装工場だけでなく、金
属加工工場やガソリンスタンド、ドライ
クリーニング店などでも報告が必要で
す。
問環境課指導相談担当☎5742－6751
東京都化学物質対策課☎5388－3503

私立幼稚園の入園料に対する補
助金の申請を受け付けます
人4月に私立幼稚園に入園した区内在住
の園児の保護者
補助金額／100,000円
※実際に負担した額が上限。
申4月28日㈬までに、各幼稚園で配布す
る申請書を保育課保育計画係（〠140－
8715品川区役所第二庁舎7�☎5742－
6723）へ郵送か持参
○保育料補助金については、6月下旬に
各幼稚園を�じて申請書を配布します。

自主グループ（社会教育関係団
体）の活動を応援します
自主グループが行う学習会の講師謝礼の
一部を区が負担します。
人3月31日までに社会教育関係団体に登
録した団体100団体（選考）
助成／6月4日㈮～23年2月28日㈪に実
施する学習会・講習会の講師謝礼（1回
分）の実費（16,000円を限度）
申請書配布場所／文化スポーツ振興課、
文化センター、八潮地域センター （八潮
5－10－27）
申5月21日㈮までに、申請書を文化ス
ポーツ振興課文化振興係、文化センター、
八潮地域センターへ持参

土壌汚染を防ぎましょう
�都の環境確保条例で定められた「有害
物質」を含む物質を使用したことのある
工場・指定作業場の廃止や改築時には土
壌汚染調査を行い、区に報告することが
義務付けられています。メッキや塗装を
行う工場ばかりでなく、金属加工工場や
ガソリンスタンド、ドライクリーニング
店などの多くも調査対象となります。
�また、3,000㎡以上の敷地内で土地の
掘削などを行うときは、東京都へ報告が
必要です。有害物質を含む原材料を使っ
ている工場などでは、作業工程・貯蔵方
法を工夫・改善し土壌汚染を防ぎましょ
う。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
東京都化学物質対策課
☎5388－3495

大井地区太極拳教室
日5月9日～6月6日の日曜日
午前10時～正午
人中学生以上の方
￥1回200円�

運営／大井地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履きを
持って伊藤学園（大井5－1－37）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

荏原西地区卓球教室
日5月7日～6月25日の金曜日
午後7時～9時
￥1回100円�
運営／荏原西地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履きを
持って後地小学校（小山2－4－6）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

宮前地区ソフトバレーボール教室
日5月1日～6月5日の土曜日
午後1時～3時
￥1回100円�
運営／宮前地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履きを
持って宮前小学校（戸越4－5－10）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

第1回再就職をめざす
パソコン基礎講座
日5月26日㈬・27日㈭
午前9時15分～午後4時（全2回）
場中小企業センター （西品川1－28－3）
内ワード・エクセルの基礎
人区内在住で就労をめざし、パソコンで
簡単な文章が作成できる方20人（抽選）
託児／2歳～就学前のお子さん
￥2,000円�（教材費）
申5月7日㈮までに、往復はがきで講座
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号、動機、託児希望の方はお子さん
の年齢・性別を男女共同参画センター 

（〠140－0011東大井5－18－1☎5479
－4104）へ

環境学習講座　極寒の地に生き
るシロクマと温暖化
海が凍る期間が短くなった北極に生きる
シロクマにとって、地球温暖化の影響は
深刻です。最近のシロクマの様子につい
て写真を見ながらお話しします。
日5月23日㈰午後2時～4時�
講師／
丹葉暁弥（JPA日本写真作家協会会員）
人30人（先着）
場申5月17日㈪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�☎・Fax5742－6533）へ
※ HP shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

パパママ応援プログラム（0 〜3歳）
心も体も大きく育つために
子育ての不安や悩みを解消するための講
座です。
日程（全5回） 内容

6/8㈫/8㈫8㈫㈫ 眠って育つ子どもの生活リズム
星野恭子（埼玉医大病院小児科医）

6/15㈫/15㈫

赤ちゃん学
～研究室からのメッセージ
開一夫（東京大学大学院総合文
化研究室室長）

6/22㈫/22㈫ 食育・0歳からの体づくり
溝部博子（品川栄養士会栄養士）

6/29㈫/29㈫
絵本で広がる心の世界
安冨ゆかり
（出版文化産業振興財団講師）

7/3㈯/3㈯
【公開講座】

心の成長する力を養う
～パパとママへのメッセージ
秋山邦久（常磐大学臨床心理士）

※時間は午前10時～正午。

場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人区内在住か在勤で、0 ～2歳児の保護
者30人（先着）
託児／7カ月～就学前のお子さん30人

（先着）�※1歳以上のお子さんはおやつ
代500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5月13日㈭までに、往復はがきかE
メールで講座名、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）・月年齢・性別を子育て支援課在宅
子育て支援係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6720 oubo-koso@city.
shinagawa.tokyo.jp）へ

ひとり親家庭の「パソコン教室」
クラス 日程

初心者向け 5/22㈯、6/12㈯（全2回）/22㈯、6/12㈯（全2回）

初級 6/13 ㈰・26 ㈯、7/10 ㈯・/13 ㈰・26 ㈯、7/10 ㈯・7/10 ㈯・/10 ㈯・
11㈰、8/21㈯（全5回）8/21㈯（全5回）/21㈯（全5回）

※時間は午前9時30分～午後5時。

場中小企業センター （西品川1－28－3）
人ひとり親家庭の親各20人（抽選）
託児／3 ～12歳のお子さん15人（先着）
申4月27日㈫までに、電話かFAX、Eメー
ルで教室名、クラス、住所、氏名、電話
番号、託児希望の有無、託児希望の方は
お子さんの年齢・性別を品川区母子寡婦
福祉連合会（☎6426－4801 Fax6426
－ 4802 shinagawaku.with@krf.
biglobe.ne.jp）へ
問子育て支援課☎5742－6589

問い
合わせ

●文化スポーツ振興課　Fax5742−6585�689�
〠140－8715  広町2－1－36 第二庁舎6�
　●スポーツ係　☎5742−68�8
　●生涯学習係　☎5742−68�7
　●文化振興係　☎5742−68�5�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
☎�449−44��　Fax�449−44�1

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎�781−66��
Fax�781−6699

●品川保健センター
〠140－0001�北品川3－11－22�☎�474−2225
●大井保健センター
〠140－0014�大井2－27－20�☎�772−2666
●荏原保健センター
〠142－0063�荏原2－9－6�☎�788−7�16

お知らせ

スポーツ

講座・講演

品�川 5/17㈪～5/21㈮
南大井 5/24㈪～5/26㈬
二�葉 5/31㈪～6/02㈬
大�崎 6/07㈪～6/10㈭
荏�原 6/14㈪～6/17㈭
源氏前 6/21㈪～6/24㈭
八�潮 6/28㈪～6/30㈬
大�井 7/05㈪～7/09㈮
ゆたか 7/12㈪～7/15㈭

集合住宅など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20,000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�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

�4月1日に、荏原平塚中学校と平塚小学校が一緒になり、施設一体型小中一貫校の4
校目となる荏原平塚学園が開校しました。4月6日㈫には平塚小学校で開校式が行わ
れ一貫校としての新たな出発を祝いました。
�1学期間はこれまでの平塚小学校、荏原平塚中学校で学校生活を送りますが、7月
には旧平塚中学校校地に建設中の新校舎がしゅん工し、2学期からは一つの校舎での
学校生活を開始します。
�建設中の校舎は広い校庭を確保した地下2�、
地上6�の建物で、体育館は地下、プールは屋上
となっています。3�にある広いメディアセンター
を中心に、9学年が4（1 ～4年生）－3（5 ～7年生）
－2（8・9年生）の学年団ごとのまとまりで活動を
展開できるようにするとともに、異学年が日常的
に交流できるよう各種の教室を配置しています。
問指導課☎5742－6595

家庭用電気式生ごみ処理機
購入費の一部を助成します

小中一貫校荏原平塚学園が開校しました



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。

● しながわECOフェスティバル
● 太陽エネルギー見本市
● 中小企業センターまつり
● みどりの特集

次号予告　5月1日号
平成22年（2010）
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広　報

1749号

メイプルセンターの講座
①英会話ゼミナール
ジャパンタイムズで時事英語
日4月27日～6月22日の火曜日
午後7時30分～9時（全8回）
※全11回のうち4回目からの途中入会。
※4月27日は見学可。
人12人（先着）��￥19,840円（教材費込）
②古典から創作へ～漢字書道
日4月27日～6月22日の火曜日
午前10時～正午（全8回）
※全11回のうち4回目からの途中入会。
人20人（先着）�
￥12,320円（テキスト代込）
③日本画入門
日4月27日～6月15日の火曜日
午後1時～3時30分（全5回）
※全7回のうち3回目からの途中入会。
人15人（先着）�￥7,500円
④気軽に英会話
＜中級セミプライベート＞
日5月6日～6月24日の木曜日
午後3時30分～5時（全8回）
※全11回のうち4回目からの途中入会。
人8人（先着）�￥20,400円
⑤フレッシュ押し花＜初級＞
日5月16日～6月20日の日曜日
午後1時30分～3時30分（全4回）
※全6回のうち3回目からの途中入会。
人16人（先着）�￥5,600円（教材費別）

⑥アジアごはん
カオマンガイ・バインミー・ベトナム風
プリンほか
日6月12日㈯午後1時～4時
人24人（先着）�￥4,000円（材料費込）
───────共���───────���───────�───────
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

品川区トリムフェスティバル21
日4月29日㈷午前10時～午後3時30分
午前＝トリム体操、お楽しみゲーム
午後＝レクダンス、ソフト・バレーボー
ルほか
場参当日、運動できる服と室内用運動靴
を持って総合体育館（東五反田2－11－
2）へ
問健康課健康づくり係☎5742－6746

第26回「楽しいバザー五月祭り」
日5月23日㈰午前10時30分～午後3時
※雨天決行。
内物品販売、手作り品販売、福祉相談
コーナー、模擬店、アトラクションなど
場問品川総合福祉センター （八潮5－1－
1☎3790－4839）
※バザーの物品提供にご協力ください。

○当日のボランティアを募集します
時間／午前9時30分～午後4時
※午前・午後のみも可。
内模擬店での販売など
申5月10日㈪までに、電話で品川総合福
祉センターへ

早川山菜祭り
品川＆早川ふるさと交流
南アルプスのふもと、雄大な大自然に囲
まれた山村で、山菜の天ぷらを楽しみな
がら、お祭りに参加してみませんか。
日5月3日㈷午前9時～午後3時
場山梨県早川町「町民スポーツ広場」
交通／身延線「身延駅」からバス
内ふるさと物産展、歌謡ステージ（品川
区民踊連盟、青稜中高吹奏楽部も出演）、
特設展示コーナーほか
問早川町振興課☎0556－45－2511
地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

第104回品川区合唱祭
出演団体募集
日6月20日㈰正午開演
場きゅりあん（大井町駅前）
講評者／上江法明（声楽家）

人区内で活動するアマチュアのコーラス
グループ�
￥1グループ6,000円
申5月7日㈮（必着）までに、往復はが
きに「合唱祭」とし、グループ名、参加
人数（男・女別）、予定曲名、指揮者・
ピアニスト氏名、代表者の住所・氏名・
電話番号・FAX番号を文化スポーツ振興
課文化振興係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6835）へ

品川区春季囲碁大会　
参加者募集
日5月23日㈰午前10時から

（午前9時30分受け付け）
場総合体育館（東五反田2－11－2）
人9級以上の方
対戦方法／段・級クラス別個人トーナメ
ント方式
￥1,000円（昼食代込）
申5月13日㈭までに、往復はがきに「囲
碁大会」とし、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、棋力（段・級の自己申
告）を文化スポーツ振興課文化振興係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6836）
へ

講座・講演

催　し ★

★

4月から児童手当にかわり、子ども手当を支給します
子ども手当は、所得制限を設けず、すべての中学3年生修了まで（15歳の誕生日後、最初の3月31日まで）の
お子さんがいるご家庭に、お子さん1人につき月額13,000円を支給します。
○対象のお子さんがいるすべてのご家庭へ、4月中旬からご案内を送付しています。

　新たに申請が必要な方
次のいずれかにあてはまる方は申請が必要です。
1  中学2・3年生のお子さんを養育している方
2  品川区児童手当を受けていた方
※申請が必要な方へは、申請書をご案内に同封します。
※新たに申請が必要な方は、9月30日㈭までに申請すると、4月分から支給
されます。
※申請時期により振込時期は変わります。申請からおおむね2 ～6カ月程度
かかります。
申請に必要なもの／
① 厚生年金に加入している方は、健康保険証の写しまたは厚生年金加入証明書
②印鑑
③申請者名義の振込口座

　現在、国の児童手当を受給している方
新たな手続きをする必要はありません。6月に子ども手当の現況届を送りま
すので、必要事項を記入し、提出してください。
※弟や妹が国の児童手当を受けている中学2・3年生については、ご案内に同封
する「額改定請求書」をご返送ください。詳しくは、ご案内をご覧ください。
※6月以降の振り込みは、子ども手当として振り込みます。

　中学3年生までのお子さんを養育している公務員の方
勤務先へ申請してください。
※詳しくは、勤務先にお問い合わせください。

　国外に居住している中学3年生までのお子さんを養育している方
お子さんや、養育している方の状況などにより、支給の対象になる場合と対
象にならない場合があります。
※詳しくはお問い合わせください。●子ども手当の支給にあたり、必要に応じて提出していただく書類があります。

問子育て支援課児童手当係☎5742－6721

区と交流のある神奈川県山北町・山梨県早川町は、雄大な自然に囲まれ、四季折々
の景色と山の幸に恵まれています。町の人たちの人情に�れて、��た�と�た�れて、��た�と�たれて、��た�と�た
時間をお過ご�ください。

※現地に直接予約してください。
※ 地域センターや地域活動課で配布の「割引利用券」を提出すると1割引の料金で利用できま

す（民宿を除く）。
※ 品川区国民健康保険・後期高齢者医療（長寿医療）に加入している方は、1割引の料金から

さらに助成金（保険料を滞納していない方に限ります）を差し引いた金額で利用できます。
詳しくは、国保医療年金課☎5742－6675へお問い合わせください。

神奈川県山北町�市外局番0465

旅�����
地区 施設名 電話 人数

中川

信玄館 78－3811 90人
河鹿荘 78－3231 45人
魚山亭
やまぶき 78－3911 83人

蒼の山荘 78－3311 46人
神尾田 落合館 78－3190 35人
民�宿

地区 施設名 電話 人数
中川 箒沢荘 78－3501 30人

山梨県早川町�市外局番0556

旅�����
地区 施設名 電話 人数

西山温泉
慶雲館 48－2111 180人
蓬莱館 48－2211   62人

七面山
入口 俵屋旅館 45－2521 058人

大原野
ヘルシー美里＊ 48－2621   63人
同コテージ＊ 48－2621   40人

雨畑湖 ヴィラ雨畑＊ 45－2213   42人

問地域活動課市町村交流担当☎5742−6856

＊地域活動課でも宿泊助成を行っています。

￥1,300円（800円）、65歳以上1,200円（700円）、小・中学生600円（400円）、
4歳以上300円（200円）
※区民の方は各自住所確認のできるものの提示で（�）の料金となります。また、
65歳以上の方は、住所・年齢が確認できるものが必要です。
●5月10日㈪まで「氷の妖精クリオネと冷たい海のかわいい魚ナメダンゴ」も展示中。
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）

　「くらべる大百科」開催中！
海の生き物たちの体の特徴や能力、いままで知らなかっ
た驚きの生態について、楽しみながら学べます。
日5月10日㈪まで

　フワフワふれあい動物園
南アメリカ大陸原産のアルパカや子ヒツジ、ウサギ、モ
ルモットなどの心暖まる動物たちを展示します。
日4月29日㈷～5月7日㈮

しながわ水族館

共
通

水と緑の交流市町村を訪ねてみよう


