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7月1日から自転車・バイクの
放置禁止区域を拡大します

携帯電話用ホームページ
http://www.city.
shinagawa.tokyo.jp/mbl

　道路に自転車・バイクを放置すると歩
行者の通行や緊急活動の妨げになります。
自転車・バイクを利用する方は、駐輪場
をご利用ください。健康のためにも歩く
ことを心がけましょう。
問土木管理課自転車対策係☎5742 ー6786

問品川保健センター☎3474－2902
　大井保健センター☎3772－2666
　荏原保健センター☎3788－70156月は食育月間です！ 毎月19日は

「食育」の日です

　日々何気なく繰り返されている食事。
　この機会に、あなたの食生活を見つめなおしてみませんか？

　区では駅周辺を中心に放置禁止区域を指
定しています。
　区域内に放置された自転車・バイク（原
動機付自転車、自動二輪車）は、いったん
警告した後も移動がない場合、置いていた
時間・理由にかかわらず撤去します。

●撤去した自転車は八潮北保管所・不動前
保管所、バイクはすべて八潮北保管所で保
管します。撤去日の翌日から30日以内に
引き取りに来てください。
※自転車の保管場所は撤去した区域により
異なります。
●返還の際には、撤去料をいただきます。
期日を過ぎると法令に基づき処分します。

■八潮北保管所
八潮1－3－1（品川シーサイド駅徒歩9分）
☎3790－8820
■不動前保管所
西五反田3－11－14（不動前駅徒歩5分）
☎5436－8885
開設日時／火～日曜日午前10時～午後7時
※月曜日、祝日、12月29日～1月3日を除く。
持参する物／
①引き取りにくる方の氏名・住所を確認で
きるもの（健康保険証、学生証、運転免許
証など）
②撤去された自転車・バイクの鍵
③撤去料（自転車3,000円、バイク5,000円）

放置禁止区域内に放置された自転車・バイクは撤去します

主食

副菜

主菜

牛乳・乳製品

果物

お水・お茶

バランス良く食べ、適度な運動を心がけましょう

7月1日㈭から
放置禁止区域を
拡大する地域

大井町駅、武蔵小山駅、西小山駅、大森駅、大崎駅、新馬場駅、戸越駅、中延駅
旗の台駅、五反田駅、目黒駅の駅周辺
※区ホームページに区内すべての放置禁止区域を掲載しています。
※放置禁止拡大区域には「撤去告示板」を設置しますのでご確認ください。

「食事バランスガイド」

食事はバランスよく
食べよう！

★1日3度の食事を大切に！
★主食（ご飯・パン・めん）、副菜（野
菜・きのこ・海藻料理）、主菜（肉・魚・
卵・大豆料理）を組み合わせましょう。
★「食事バランスガイド」を参考に1
日の食事をチェック！

※「食事バランスガイド」リーフレッ
トは、保健センターで配布しています。
※詳しくは、http://www.maff .go.jp/j/
balance_guide/index.htmlをご覧くださ
い。

健康でいられるよう…
生涯を通じた食育を！

①朝食、昼食、夕食を規則正しく食
べていますか？
②主食、副菜、主菜を組み合わせて
食べていますか？
③無理なダイエットをしていません
か？
④食べ物の安全や産地について関心
を持っていますか？
⑤感謝の気持ちを持って食事をして
いますか？
⑥昔から伝わる料理を大切にしてい
ますか？
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歳入 予算現額 収入済額 （収入率）
特 別 区 税 413億7,450万 円 401億6,810万4千円 （97.1%）
特 別 区 交 付 金 355億2,799万3千円 360億9,467万2千円 （101.6%）
使用料・負担金 68億6,313万5千円 59億6,631万7千円 （86.9%）
国・ 都 支 出 金 316億5,558万4千円 240億9,212万9千円 （76.1%）
繰 入 金 134億5,066万5千円 191万7千円 （0.0%）
そ の ほ か 　181億2,563万5千円 146億6,389万4千円 （80.9%）

計 1,469億9,751万2千円 1,209億8,703万3千円 （82.3%）

歳出 予算現額 支出済額 （支出率）
民 生 費 460億3,188万2千円 433億4,145万7千円 （94.2%）
衛 生 費 118億9,762万3千円 105億3,030万7千円 （88.5%）
土 木 費 244億7,465万3千円 137億9,943万9千円 （56.4%）
教 育 費 272億8,080万6千円 186億1,728万2千円 （68.2%）
公 債 費 41億6,964万1千円 41億6,188万7千円 （99.8%）
そ の ほ か 331億4,290万7千円 203億7,619万5千円 （61.5%）

計 1,469億9,751万2千円 1,108億2,656万7千円 （75.4%）

○区民の方の税負担
納めていただく特別区税は、歳入予算の29.3%を占めています。この税額
を22年3月31日現在の区民の人数で割ると11万8,271円（昨年比で2.0％
減）、世帯数で割ると21万6,619円（昨年比で2.1％減）となります（ただし、
定額給付金などの前年度からの繰越事業分を除く）。

区では、「品川区財政状況の公表に関する
条例」に基づき、年2回、区民の皆さんに
区の財政状況をお知らせしています。
問い合わせ／／企画財政課☎5742－6610

◆ 財政の運営方針など ◆
21年度は、急速に悪化した経済情勢を受け、21年1
月から実施した緊急経済対策を4月以降も継続する
とともに、新たに策定した長期基本計画に基づき、
様々な施策をスタートさせ、「輝く笑顔　住み続け
たいまち　しながわ」の実現をめざしました。

積極的に取り組んだ主な施策
○緊急経済対策　中小企業の資金繰りに対する緊急
融資のあっせん、プレミアム商品券の発行助成、
介護事業所の雇用促進支援など

○文化・区民交流施設の整備　旧八潮南小学校の区
民活動交流施設への改修、平塚小学校跡施設の文
化芸術・スポーツ活動施設の設計など

○子育て支援　短時間保育室の増設、就学前教育の
充実、多様な保育サービスのさらなる充実など

○教育　小中一貫教育の推進、区立小・中学校の耐
震改修、区固有教員の採用など

○高齢者福祉　八潮南中学校跡の特別養護老人ホー
ムへの改修、高齢者地域見守りネットワークの推
進など

○環境　目黒川・立会川の水質改善など
○安全　建築物などの耐震化支援、防災対策の充実、
新型インフルエンザ対策など

一般会計

会計 予算現額 収入済額 支出済額
国民健康保険事業会計 355億1,011万4千円 326億4,579万4千円 313億7,108万3千円
老人保健医療特別会計 1億8,053万2千円 1億7,639万3千円 3,347万7千円
後期高齢者医療特別会計 56億9,810万6千円 55億8,286万4千円 55億8,945万1千円
介護保険特別会計 175億5,969万5千円 162億2,794万9千円 156億5,257万3千円

国民健康保険事業会計 　22年3月31日現在、約6万6千世帯、約10万人が加
入している国民健康保険関係の経理を行っています。

老人保健医療特別会計 　75歳以上の方（65歳以上で一定の障害のある方を含む）
の医療費を経理する会計で、20年3月で制度は終了しましたが、過年度分を経理
するために存続しています。

後期高齢者医療特別会計（長寿医療制度）　75歳以上の方（65歳以上で一
定の障害のある方を含む）の医療費を経理する会計で、現在、被保険者の方は約
3万2千人です。

介護保険特別会計 　介護保険を経理する会計で、65歳以上の被保険者の方は、
約7万1千人です。

区有財産の保有状況
　21年度上半期（21年9月
30日現在）に比べ、総額
で115億5,991万2千円増と
なっています。区民1人あた
りの保有額は、221万5,069
円です。

総額 7,748億9,525万2千円
内
訳
土地　　1,217,441㎡ 5,473億 662万9千円
建物　　 765,655㎡ 1,195億8,502万6千円
地上権　 6,654㎡ 12億9,959万 円
工作物・立木 80億9,701万5千円
有価証券など 106億5,457万1千円
物品 105億 796万2千円
基金 774億4,445万9千円

特別区債（地方債）の残高　280億9,306万円
（減税補てん債を除いた場合　　152億165万9千円）
　特別区債は、公園や道路、学校施設の整備などで特に多額の資金を必要とする
場合に、政府や銀行などから長期にわたり返済する資金を借り入れ、事業資金を
調達するものです。

一時借入金の残高　0円
　一時借入金は、支払資金が不足した場合に、その不足を補うために一時的に銀
行などから借り入れる資金です。22年3月31日現在、借入残高はありません。

区の財政状況を区の財政状況を
お知らせしますお知らせします

21年度下半期
21年10月1日～22年3月31日

皆さんから納めてい
ただいた特別区税や
特別区交付金を主
な財源として、公園
や道路の整備をはじ
め、学校や社会福祉
施設の運営、生活保
護、保健衛生など区
行政の大部分を経理
しています。

特別会計

特定の事業を行うに
あたって、一般の歳
入歳出と切り離して
経理を明確にする必
要がある場合に設け
ています。

財産
地方債

一時借入金
の現在高

●特別区交付金
　特別区民税とともに、区民の皆さんに身近な
施策を行うための重要な財源の一つです。固定
資産税などをもとに都と23区が調整して仕事
の分担に応じ、分配するものです。
　現在23区では、都と区の役割分担と財源配
分のあり方を中心に、都と協議を続けていま
す。身近な事務は23区が担い、都は広域行政
に徹することを基本に、これからも区民サービ
スの向上に不可欠な財政自主権の確立を積極
的に推進していきます。

　区では､ 区政をより開かれ
たものとするため、情報公開
制度を実施しています。
　21年度は506件の情報公開
請求があり、全部公開379件
と部分公開109件をあわせて
488件の行政情報が公開され
ました。また、自己情報の開
示請求は185件あり、183件
が開示されました。
問広報広聴課情報公開担当
☎5742－6613

21年度　行政情報の公開請求・処理状況　 　（　）内は前年度／単位＝件
実施機関  請求件数 決定の内容

全部公開 部分公開 非公開 不存在 取り下げ
区　　長 413

(1,148)
307
(315)

89
(819)

0
(0)

16
(13)

1
(1)

教　 育
委員会

75
(45)

56
(21)

19
(23)

0
(1)

0
(0)

0
(0)

選挙管理
委 員 会

1
(1)

1
(1)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

監査委員 3
(0)

2
(0)

0
(0)

0
(0)

1
(0)

0
(0)

区 議 会 14
(33)

13
(32)

1
(0)

0
(0)

0
(1)

0
(0)

合　　計 506
(1,227)

379
(369)

109
(842)

0
(1)

17
(14)

1
(1)

21年度　自己情報の開示請求・処理状況　　　（　）内は前年度／単位＝件
実施機関  請求件数 決定の内容

全部開示 部分開示 非開示 不存在 取り下げ
区　　長 179

(149)
171
(111)

6
(36)

0
(2)

2
(0)

0
(0)

教　 育
委員会

6
(5)

1
(3)

5
(2)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

合　　計 185
(154)

172
(114)

11
(38)

0
(2)

2
(0)

0
(0)

※該当のない実施機関は掲載していません。

行政情報の
公開状況を
お知らせします

第168回
しながわ

日曜コンサート
しながわ

日曜コンサート
日6月20日㈰午後1時30分～3時
曲目／ドビュッシー「ベルガマスク組
曲」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
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22年度の納付月と計算時期

6月  22年度の住民税に基づいて保険料を計算
6月下旬   保険料決定通知書と納付書（6～10月期分）を世帯主あてに発送
11月中旬  納付書（11～3月期分）を世帯主あてに発送
※口座振替の場合、決定通知書のみ発送。

●住民税の申告が済んでいない方は1月1日現在の住所地に申告をしてください。
世帯の中に1人でも住民税未申告の方がいると、世帯全員の所得が少なくても、
保険料を減額することができません。
●64歳までの雇用保険被保険者が、21年3月31日以降に非自発的に失業した場合、
申請すると保険料が減額になる場合があります。
●65～74歳の世帯主で口座振替で納付されている方を除いて、次のすべてにあ
てはまる方は、年金から保険料を差し引きます。
①世帯主が国民健康保険の被保険者
②世帯の国民健康保険被保険者全員が65～74歳
③年金額が年額18万円以上で国民健康保険料と介護保険料を合わせて、年金額
の2分の1を超えない

　1年間の保険料を6～3月の10回に分けて納めます。4・5月の納付はありません。

計算方法

22年度 国民健康保険料が決まりました

世帯の年間保険料＝ ①基礎（医療分）保険料 ＋ ②後期高齢者支援金分保険料 ＋ 　
③介護納付金分保険料

　4月～23年3月の国民健康保険料は、基礎（医療分）保険料、後期高齢者支
援金分保険料、介護納付金分保険料（40～64歳の方）の合計を世帯主に納
付していただきます。
　保険料は医療給付費の支出額や後期高齢者医療への支援金、介護納付費の
第2号被保険者負担額などにより、所得割額の保険料率と均等割額を決定して
います。

問国保医療年金課資格係☎5742－6676

取扱所 所在地

北
品
川

コイケ 1－ 1 －17
岩崎商店 1－30－ 4
星野屋本店 1－30－21
かもめ第一工房 3－ 7 －21
佐藤徳商店 5－12－ 9
あみや酒店 5－14－12

東
品
川

八百よし青果 1－28－ 8
北野屋商店 1－29－ 8
ジャスコ品川シーサイド店 4－12－ 5

東
五
反
田

千代田産業新五反田給油所 1－ 2 －45
東急ストア五反田店 2－ 1 － 2
柴崎 3－17－20
近藤正吉商店 4－ 9 － 8

南
品
川

山崎商店 1－ 7 －23
平野屋堀江商店 2－ 7 －12
稲垣商店 2－ 9 －11
富田屋工業所 2－10－ 5
田中石油 3－6－6－101
ライスセンターいしかわ 4－ 5 －26
カツベ 5－ 3 －30
おいしい地酒の店ワダヤ 5－14－14

東
大
井

飯田屋酒店 1－ 2 － 7
マルマス 2－ 4 － 1
伊藤酒店 2－15－ 7
まるしん百貨店 2－27－ 8
桝広商店 3－16－21
ファッションスポットカミヤ 3－28－ 8
武蔵屋酒店 5－ 4 －16
富井商店 5－23－16－113

二
葉

スーパー丸正食品大井町店 1－11－ 5
武蔵屋飯塚商店 2－14－ 8
オオノヤ酒店 3－25－ 4
伊勢彦酒店 3－27－ 1
スーパー丸正食品二葉町店 4－ 9 －10

大
崎

ダイエーグルメシティ大崎店 1－ 6 － 5
全日食アサヒヤ 2－ 6 －16
渋谷商店 3－ 5 － 7

取扱所 所在地

大
井

イトーヨーカドー大井町店 1－ 3 － 6
大黒屋中沢酒店 1－41－ 9
モンマート天明 2－27－25
大菱屋塩島商店 5－ 1 －21
小池米店 7－ 1 －12

西
大
井
ヤマモトテレビ 4－18－14
ステーショナリーマツイ 5－ 8 －13

西
五
反
田

亀屋酒店 1－11－ 5
ヒラサワ 2－25－ 9
コミュニティーストア
五反田リカーランド 2－29－ 5

コミュニティストア
かむろ坂下すずき 3－13－11

スーパーオオゼキ
目黒不動前店 4－ 8 － 8

中村屋金物店 4－32－15
マルエツポロロッカ不動前店 5－ 9 － 2
武藤商店 5－21－ 3
斉田商店 5－32－18

平
塚

川崎薬局 1－ 9 － 1
スーパーオオゼキ戸越銀座店 2－18－ 9
クリーニング・ヤマムラ 2－18－10

西
品
川

ショッピングプラザタナカ 2－ 7 －11
井本商店 2－13－ 4
尾針商店 3－20－ 3

中
延

荏原医師協同組合 1－ 7 －12
大丸洋品店 1－10－ 9
白鳥堂事務器文具店 2－ 6 －22
遠州屋 2－ 6 －24
東急ストア荏原中延店 2－ 8 － 1
山本金物店 2－13－10
愛知屋酒店 4－20－13
酒のこむろ 5－ 9 －13

上
大
崎

ワインショップ西川 2－15－16
東急ストア目黒店 2－24－13
東急ストア　プレッセ目黒店 3－ 1 － 1

取扱所 所在地

戸
越

豊文堂 1－15－14
キタハマ薬品 1－17－ 9
エム・エイ・シー 1－17－13
ドラッグキタハマ戸越店 1－19－18
松銀酒店 3－ 8 －16
近江屋早部酒店 4－ 5 －12
スーパーオオゼキ戸越公園店 4－ 9 －18
池田 5－14－23
近江屋酒店・戸越公園駅前 5－19－13
イトーヨーカドー戸越店 6－ 8 － 2

八
潮
品川総合福祉センター 5－ 1 － 1
ダイエーグルメシティ品川八潮店 5－ 5 － 3

荏
原

酒と食品の店三木 1－ 2 － 2
アサヒ屋商店 1－14－ 5
佐藤雑貨店 2－ 4 －16
三喜屋酒店 2－17－13
岡田屋保谷商店 4－ 1 －11

豊
町

リカーコミュニケーション
吾妻屋 5－ 1 －14

金子商店 5－ 5 － 5
菊池石油 6－ 6 － 2
白峯堂文具店 6－18－ 8
越後屋酒店 6－31－ 7

南
大
井

アステム 3－16－ 5
千種屋酒店 4－ 3 －16
お茶の萬寿園 5－12－ 9
共益商会大森営業所 6－ 8 －11
西友　大森店 6－27－25

東
中
延

コミュニティストア
ひろせや 1－ 3 －11

桝力岩崎商店 1－ 7 －15
箸重 1－ 8 － 7
清水屋金物店 2－ 1 －19
荏原酒販協同組合 2－ 5 － 7
中延商店街振興組合 2－ 7 －19

旗
の
台
ほしも 2－13－16
スーパーオオゼキ旗の台店 4－ 3 － 3

取扱所 所在地

小
山

東急ストア武蔵小山店 3－22－ 3
武蔵小山商店街振興組合 3－23－ 5
切替米店 4－ 5 －20
山本商店 4－ 8 －21
石井（JOMO） 4－14－14
下宮商店 6－10－ 7

勝
島ホーマック大井競馬場前店 1－ 6 －16
西
中
延
美保産業 1－ 3 －23

取扱所 所在地

大
田
区

東急ストア大森店 大 森 北1－ 6 －16
セブン-イレブン
大田区上池台店 上 池 台1－44－ 1

キク薬局 山　　王1－44－ 2
盈進商亊タクシー
キヨスク 東 糀 谷3－16－10

タジマヤ　大田支店 千　　鳥2－39－18
渋
谷
区
かどや不動産 恵比寿西1－ 1 － 1

目
黒
区

セブン-イレブン
武蔵小山西口店 目黒本町3－ 5 － 6

津端酒店 原　　町1－22－ 6
東急ストア洗足店 洗　　足2－21－ 1
すわらやタバコ店 目　　黒1－ 4 － 6

取扱所には
このステッカーが
はってあります

有料ごみ処理券（シール）販売所

事業系有料ごみ処理券

70ℓ券（1セット  5枚　2,135円）
45ℓ券（1セット10枚　2,740円）
20ℓ券（1セット10枚　1,220円）
10ℓ券（1セット10枚　   610円）

事業者が責任を持って
自己処理することが原
則です。できない場合
は有料ごみ処理券を
はって出してください。

事業系のごみ・資源
品川区粗大ごみ受付センター☎
5715－1122に申し込み、案内さ
れた収集日・持込日までに有料
粗大ごみ処理券を購入し、粗大
ごみにはって出してください。

粗大ごみ

事業系ごみ・資源、
家庭から出る粗大ごみの収集・持ち込みは
すべて有料です
事業系ごみ・資源や粗大ごみを出すときは「事業系有料ごみ処理券」「有料粗大ごみ処理券」が必
要です。「品川区ごみ処理券取扱所」の掲示のある商店・スーパー・コンビニでお求めください。

コンビニエンスストア（区内全店舗）
サークルK、サンクス
スリーエフ、セブン-イレブン
デイリーヤマザキ、ファミリーマート
ポプラ、ミニストップ、ローソン

●区外でも有料ごみ処理券が購入できます

有料粗大ごみ処理券

Ａ券（1枚　200円）
Ｂ券（1枚　300円）

①基礎（医療分）保険料
　最高限度額50万円 = ＋所得

割額
加入者全員の
住民税年額×0.80

②後期高齢者支援金分保険料
　最高限度額13万円 = 所得

割額
加入者全員の
住民税年額×0.23 ＋

③介護納付金分保険料
　最高限度額10万円 = 所得

割額
40～64歳の加入者
の住民税年額×0.21 ＋

均等
割額

均等
割額

均等
割額

31,200円×
加入者数

 8,700円×
加入者数

12,000円×
40～64歳
の加入者数

問品川区清掃事務所☎3490－7051

国民健康保険料の納付は便利な口座振替をご利用ください
（5ページでご案内しています）



※重病の方は119番
をご利用ください。

（4）

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
●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）
6/11

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

麻しんは、免疫を持っていない方が患者と接すると、
多くの方がうつってしまいます。麻しんの発症を予
防するため、MRワクチン（麻しん・風しん混合ワ
クチン）の無料接種を行います。
●定期予防接種
人次にあてはまるお子さん
MR1期＝1歳
MR2期＝平成16年4月2日～17年4月1日生まれ
MR3期＝平成9年4月2日～10年4月1日生まれ
MR4期＝平成4年4月2日～5年4月1日生まれ
接種票送付時期／MR1期＝1歳の誕生月
MR2～4期＝4月に送付済み
※転入・紛失などの場合は再発行します。
接種方法／／予防接種票を持って、契約医療機関へ
●任意予防接種
人区内在住で、麻しんにかかったことがなく、次の
いずれかにあてはまる方
●麻しん（はしか）の予防接種を受けたことのない
18歳未満
●MR1期・2期・3期に接種ができなかった
接種票発行方法／母子健康手帳を持って、保健予防
課（本庁舎7階）か保健センターへ
※郵送を希望する場合は、保健予防課へお問い合わ
せください。
接種方法／／
予防接種票を持って、区内契約医療機関へ
問保健予防課☎5742－9153

＝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

  小児平日夜間／／午後8時～午後11時（受付は午後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（受付は午後9時30分まで）

6月13日㈰
20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（受付は午後4時30分まで）

6月13日㈰

　　　佐川医院 南大井 4 － 8 －12 ☎3761－8580
　　　北村歯科医院 西大井 5 － 3 － 4 ☎3772－1914
　　　桑鶴歯科医院 平　塚 3 － 3 － 7 ☎5750－4618
　　　篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
　　　誠道館清水接骨院 小　山 3 －16－ 5 ☎3783－0685

6月20日㈰

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
　　　きよみ歯科クリニック 西大井 6 － 4 －14 ☎3774－0071
　　　梅宮歯科医院 平　塚 1 － 5 － 5 ☎3781－8880
　　　みやび整骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450
　　　上條接骨院 二　葉 2 － 8 －9 ☎3786－7949

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

6月12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

6月19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

日①7月8日㈭　②9日㈮　③10日㈯　
※①②は午後6時30分、③は午後1時開演。
場四季劇場　夏（広町2－1－18）　
人区内在住の小・中学生と保護者（2人1組）
①②各80組　③190組（抽選）
申6月22日㈫までに、往復はがきに「美女と野獣」とし、
住所、氏名、年齢、性別、お子さんの氏名・年齢（学校名・
学年）を文化スポーツ振興課文化振興係へ　
※席の指定はできません。

日　程 内　容 会　場
7/17㈯
10:00～11:30

説明会・仲間作り
保護者への説明会 総合体育館

8/16㈪～20㈮
（4泊5日）

アーチェリー、ロー
ボート、湖で水泳など

東京YWCA野尻キャンプ
場（長野県）

人全行程を集団生活ができる区内在住か在学の小学4年
～中学生の方60人（抽選）　￥29,000円
申6月27日㈰までに、往復はがきで教室名、住所、氏名､
年齢、電話番号、学校名をスポーツ協会へ

病気の仕組みや、発作が起きたときの吸入薬の正しい使
い方などを学びながら、水泳指導を中心にゲームや遊び
の中で、ぜん息に負けない体力づくり、知識づくりをめ
ざします。
日8月4日㈬・5日㈭・11日㈬～13日㈮・16日㈪～18日
㈬午前9時30分～午後4時（全8回）
場伊藤学園（大井5－1－37）
内医師・看護師による健康チェックのもとでの水泳・運
動教室、臨床心理士によるカウンセリング、保護者のた
めのぜん息講演会、学習会
人区内在住で小学2年～中学3年生のぜん息児40人（主
治医意見書、参加歴を考慮し選考）
※後日、主治医意見書用紙を送付します。
申6月30日㈬（必着）までに、はがきで教室名、住所、
氏名、年齢（学年）、保護者名、電話番号を健康課公害補
償係（〠140－8715品川区役所☎5742－6747）へ　
※弁当持参。

お知らせ

麻しん（はしか）の予防接種を受けましょう

小内
薬

日6月30日㈬午前11時30分～午後2時　場きゅりあん（大井町駅前）
持ち物／／エプロン、三角きん、ふきん3枚（食器用2枚、台ふきん1枚）
人70歳以上の方30人（先着）　￥800円　主催／／品川栄養士会
申6月23日㈬までに、電話で健康課健康づくり係☎5742－6746へ

70歳からの簡単料理教室
しゅんの野菜を使ったアイデア料理

歯

骨

歯

小

骨

内

小

ぜん息健康教室

新
シ
ョ
ウ
ガ
の
炊
き
込
み
ご
飯
、
新

ゴ
ボ
ウ
の
ビ
ッ
ク
リ
つ
く
ね
、新
キ
ャ

ベ
ツ
と
エ
ダ
マ
メ
の
あ
え
物
、
季
節

の
フ
ル
ー
ツ
添
え
ミ
ル
ク
ゼ
リ
ー

区民住宅（あき家）
入居予定者登録募集
今後1年間にあき家が発生した場合に、
あらかじめ入居する方を登録し、あき
家が出たときに、登録順に入居のあっ
せんをします。
●家族用
募集／／20団地（抽選）
人次のすべてにあてはまる方
①申込者本人が区内在住か在勤、また
は申込者か配偶者の親が区内在住
②現に同居、または同居しようとする
親族がいる
③所得が定められた基準の範囲内
使用料／99,300～200,000円
●単身用
募集／／2団地（抽選）
人次のすべてにあてはまる方
①区内の中小企業に引き続き1年以上勤
務している
②50歳未満の単身者
③所得が定められた基準の範囲内
使用料／56,900～82,000円
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
※使用料は住宅、所得で異なります。
申込用紙配布場所／／都市計画課、地域
センター、文化センター、大井町サー
ビスコーナー、品川宅建管理センター
※配布部数に限りがあります。
申郵送で6月18日㈮までの消印があり、
6月21日㈪までに品川宅建管理セン
ターに届いたものに限り受け付け
※詳しくは ｢申込のしおり｣ をご覧く
ださい。
問都市計画課住宅運営担当
（本庁舎6階☎5742－6776）

劇団四季「美女と野獣」開幕前プレビュー公演
親子ペア350組ご招待

自然体験教室

お子さんの急な病気に
困ったら
小児救急電話相談☎＃8000
月～金曜日
午後5時～午後10時 
土・日曜日、祝日
午前9時～午後5時 



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）

環境ビジネス支援助成
環境配慮型の新製品・新技術の開発に
必要な経費を助成します。
資格／区内に1年以上主な事業所を置く
中小製造業者など
対象／①環境に配慮した新製品・新技
術開発　②省エネルギー化に寄与する
新製品・新技術開発　③3Ｒ（リデュー
ス・リユース・リサイクル）に寄与す
る新製品・新技術開発　など
※22年度の経費が対象となります。
※ソフトウェアのみの開発、助成対象
者が開発費などを負担しない受託開発
は、対象外。　
助成額／経費の3分の2（上限500万円）
申請期限／9月30日㈭
問ものづくり・経営支援課ものづくり
支援係☎5498ー6333

新製品・新技術開発助成
新製品・新技術の開発に必要な経費を
助成します。
資格／区内に1年以上主な事業所を置く
中小製造業者など
対象／①新製品の製作　②機械器具ま
たは装置の高性能化・省力化・自動化
③生産・加工・処理のための新技術の
開発　など
※23年3月までに開発が完了するもの
に限ります。
※22年度の経費が対象となります。
※ソフトウエアのみの開発、助成対象
者が開発費などを負担しない受託開発
については対象外。
助成額／経費の3分の2（上限250万円）
申請期限／9月30日㈭
問ものづくり・経営支援課ものづくり
支援係☎5498ー6333

家庭用電気式生ごみ処理機
購入費の一部を助成します
集合住宅など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／助成の決定通知が届いた後、
販売店などで発行された領収書か区指
定の証明書を添えて申請

介護者教室
元気の出る化粧の仕方と
血行が良くなるマッサージ
日6月26日㈯午後1時30分～3時30分
講師／／古野英子（色彩コンサルタント）
人30人（先着）
場申6月25日㈮までに、電話で八潮在
宅サービスセンター（八潮5－10－27
☎3790－0344）へ

在宅介護者宿泊研修
介護者相互の交流と意見交換をします。
日7月3日㈯午前8時30分～4日㈰午後5
時30分（区役所集合・解散）
行き先／／山梨・河口湖方面
人要支援2以上の高齢者を在宅で介護し
ている方45人（1家族1人、初めての方
優先）
￥3,000円
申6月19日㈯までに、電話で西大井在
宅サービスセンター☎5743－6125へ

3人乗り自転車（幼児2人同乗
用）を貸し出します
子育て世帯の経済的負担の軽減と、3人
乗り自転車の安全乗車を目的に、レン
タル自転車の貸し出しを始めます。
日7月下旬から
利用期間／／1年間
※同乗のお子さんが6歳になるまで更新
可。
人次のすべてにあてはまる方
①区内在住
②1～5歳児を2人以上養育している
③自転車の適正な保管場所がある
④7月4日㈰午前10時か7日㈬午後6時か
ら行う自転車講習会のいずれかに参加
できる
貸し出し台数／15台（抽選）
※幼児2人（6歳未満）が同乗できます。
￥年12,000円
申6月24日㈭（消印有効）までに、は
がきに「レンタル自転車」とし、住所、
親子の氏名（ふりがな）・年齢、電話番号、
保管場所をシルバー人材センター荏原
支部（〠142－0063荏原2－16－18☎
5751－3334）へ

住民基本台帳ネットワークの
21年度の運用状況

（3月31日現在）
項　　　目 件数

窓口で発行した広域交付住民票の
写し 525

他市区町村からの広域交付の請求 310
窓口で受けた付記転入 25
他市区町村からの転出証明書情報
の請求 24

住民基本台帳カード申請 4,423
都への本人確認情報の更新 102,262

問戸籍住民課住民票係☎5742－6660

国民健康保険料の納付は
口座振替・自動払込で
口座から毎月自動的に支払われる口座
振替なら、払い忘れの心配がなく、手
間もかかりません。便利な口座振替を
ご利用ください。
手続き場所／金融機関、地域センター、
国保医療年金課（本庁舎4階）
問国保医療年金課収納係
☎5742－6678

第36回消費生活展の
参加団体募集
23年2月19日㈯・20日㈰に開催する「品
川区消費生活展」へ参加する団体を募
集します。
人区内で消費生活にかかわる問題を学
習し、活動しているグループ・団体
※パネルなどで学習の成果発表ができ
ること、物品販売などを伴わないこと。
申6月21日㈪までに、電話で消費者セ
ンター☎5718－7181へ

障害者の方に対する職業相談
日6月25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
申はがきか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6月30日㈬午前10時～午後3時
場八潮区民集会所（八潮5－10－27）
人区内在住で健康で働く意欲のある60
歳以上の方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713

お知らせ

　区内で行われる事業を対象に、多様な地域課
題や区民ニーズにこたえる、自由な発想や専門
性などを生かした事業の提案を募集します。
問地域活動課（第二庁舎6階☎5742－6605）

日時 場所・参加方法
6月15日㈫午後4時～5時 当日、252会議室

（第二庁舎5階）へ6月18日㈮午前11時～正午

23年度（23年4月1日～24年3月31日）に実施
する、次のいずれかにあてはまる事業
⑴区民提案事業
区民の自由な発案によって実施
⑵区からの課題を提起する事業
テーマ
①地域が主体となった支え合いの仕組みづくり
②認知症予防の知識・意識に関する普及、啓発
③高齢者などの住み替え支援
④男女共同参画推進フォーラム2011の開催
⑤家庭に、地域に、男性向けワーク･ライフ・
バランスの啓発

次のすべてにあてはまる団体（町会・自治会、
ボランティア団体、NPO、商店街、公益法人、
社会貢献活動を行う民間事業者など）
①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こと
②1年以上継続して活動していること　など
※1団体につき１事業の提案が原則。複数の団
体による共同提案も可。

次のすべての要件にあてはまるもの
①品川区の地域課題などの解決を図るための非
営利事業であり、区民と区が協働して取り組む
ことで、具体的な成果が期待できる
②提案の翌年度までに提案者によって実施する
ことが可能であり、地域課題や社会的課題の解
決に実効性が期待される
③新しい視点、アイデア、取り組みなどが含ま
れている
④協働事業にかかる予算の見積もりなどが適正
である　など

⑴区民提案事業
実施する事業にかかる経費
⑵区からの課題を提起する事業
原則として区からの委託事業として提案を採用
※事業の実施は23年度予算が成立することを
条件とします。

第１次審査（書類審査）＝8月下旬
第２次審査（事業提案説明）＝9月中旬
決定＝23年3月

7月30日㈮までに、提案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
年度品川区協働事業提案制度提案の手引き」を
ご覧ください。区のホームページにも掲載して
います。

説明会を行います

応募資格 区の経費負担

審査・選定

応募方法

区民からの協働事業を募集します

提案できる事業の要件
募集する事業
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お知らせ

景観行政団体になります
　品川区は、地域の特性にあわせた良
好な景観づくりを進めるため、7月15
日㈭から景観法に基づく景観行政団体
となります。
　このため、同日から東京都景観計画
に基づく建築行為などの届け出先が東
京都から品川区に変わります。
　品川区独自の景観計画を策定、施行
するまでは東京都景観計画をそのまま
引き継ぐため、届出対象規模や景観形
成基準に変更はありません。
問水とみどりの課☎5742－6534

景観審議会の
区民委員を募集します
良好の都市景観の形成のために、調査・
審議を行う景観審議会の区民委員を募
集します。
日7月下旬から（2年間）
内会議への出席（年2・3回程度）
人区内在住で、平日の会議に出席でき
る20歳以上の方2人（選考）
申7月5日㈪までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、職業、作文「良好な景観づ
くりに必要なこと」（1,000字程度）を
水とみどりの課（〠140－8715品川区
役 所 第 二 庁 舎5階 ☎5742－6534 
Fax5742－6887）へ郵送かFAX、持参

地球温暖化防止に
ご協力をお願いします
九都県市では、6月20日㈰～7月7日㈬
に、地球温暖化防止の取り組みを実施
します。事業者は消灯などの節電行動、
家庭では省エネや太陽光などの導入・
活用にご協力をお願いします。
※詳しくは九都県市首脳会議環境問題
対策委員会HP www.tokenshi-kankyo.jp/
をご覧ください。
問環境課環境推進係☎5742－6749

スポクラ・しながわ
スポーツ教室
①グラウンドゴルフ教室
日23年3月までの第4日曜日
午前9時30分～11時30分
場浅間台小学校（南品川6－8－8）
人小学生以上の方　￥1回100円
②社交ダンス教室
日23年3月29日までの火曜日
午後7時～8時40分
場東海中学校（東品川3－30－15）
￥1回300円　
③初心者バドミントン教室
日6月13日㈰・27日㈰、7月４日㈰・
18日㈰、8月1日㈰・８日㈰
午後1時～3時30分
場城南小学校（南品川2－8－21）
人中学生以上の方　￥1回300円
④フリースポーツ教室
日9月27日までの月曜日
午後7時～9時
※第3月曜日、8月2日・9日は除く。
場日野学園（東五反田2－11－1）
内ソフトバレーボール、卓球、キンボー
ル、少林寺拳法、テニス
￥1回300円
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
参運動のできる服装で、②③④は上履
きを持って、会場へ
運営／／スポクラ・しながわ事務局
問文化スポーツ振興課スポーツ係

日本民踊講習会
日6月29日～7月20日の火曜日
午前9時30分～11時30分（全4回）
￥2,000円（保険料込）
主催／／品川区フォークダンス協会
場参当日、ウェルカムセンター原・交
流施設（西大井2－5－21）へ
問スポーツ協会

民踊講習会
日6月26日㈯午後6時～8時30分
曲目／串木野さのさ（鹿児島県）、よさ
こい節（高知県）、品川音頭、品川甚句
￥525円
場参当日、踊りやすい服装で上履きを
持って、戸越体育館へ

バスケットボール大会
日7月3日㈯・4日㈰・11日㈰・17日㈯・
24日㈯午前9時から
31日㈯午後3時から
場総合体育館､ 戸越体育館
種目／／男子1部・2部､ 女子の部
内トーナメント戦
￥1チーム13,000円、登録チーム8,000円
申6月17日㈭午後7時までに、費用を
持ってスポーツ協会へ　※代表者会議
は、6月23日㈬午後7時から総合体育館。

初級社交ダンス
初歩から覚える
日7月2日～8月20日の金曜日
午後7時～8時20分（全6回）
人30人（先着）
主催／
東品川文化センター利用者団体協議会
場申6月21日㈪までに、往復はがきに
「社交ダンス・金曜日」とし、住所、氏名、
電話番号を東品川文化センター（〠
140－0002東品川3－32－10☎3472
－2941）へ

初級社交ダンス　基本を学ぶ
日7月3日～8月7日の土曜日
午前10時～正午（全6回）
人30人（先着）　￥1,000円（教材費）
主催／
東品川文化センター利用者団体協議会
場申6月21日㈪までに、往復はがきに
「社交ダンス・土曜日」とし、住所、氏名、
電話番号を東品川文化センター（〠
140－0002東品川3－32－10☎3472
－2941）へ

講座

区民大学教養講座　
日本の洋館物語
日7月16日～8月20日の金曜日
午後7時～9時（全6回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人16歳以上の方100人（抽選）
￥1,500円
申7月2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、性別、手話通訳希望の有無を
文化スポーツ振興課生涯学習係へ

聞こえにくくなった方の
コミュニケーション講座
中途失聴者のコミュニケーションの手
段を学びませんか。
日7月8日～8月26日の木曜日
午後1時30分～3時30分（全6回）
内コミュニケーション方法、手話・読
話学習、体験談・情報交換
※要約筆記付き。
人区内在住の中途失聴者や難聴者、家
族、身近な方15人（抽選）
￥1,300円程度（テキスト代）
場申6月24日㈭（必着）までに、往復
はがきで講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号を心身障害者福祉会館（〠142
－0064旗の台5－2－2☎5750－4996 
Fax3782－3830）へ

朗読講習会
視覚障害者にとって、わかりやすく聴
きやすい朗読の基礎を学びます。
日7月9日～9月24日の金曜日
午前10時～正午（全10回）
人区内在住か在勤の18歳以上で、ボラン
ティア活動の意思がある方20人（抽選）
場申6月25日㈮（必着）までに、往復は
がきで講習会名、住所、氏名、年齢、電
話番号を心身障害者福祉会館（〠142－
0064旗の台5－2－2☎5750－4996）へ

ファミリー・サポート・セン
ター提供会員養成講座
地域で子育て支援をしませんか。
日7月5日㈪～９日㈮
午後1時30分～4時（全5回）
※6日㈫は午後1時から、8日㈭は午前9
時30分～正午。
内オリエンテーション、事業概要、講習、
救急法実習、保育実習（保育園）ほか
人区内在住で子育てに関心のある20歳
以上の方20人（抽選）
託児／／
2歳～就学前のお子さん10人（先着）
￥1,400円（教材費）
場申6月28日㈪までに、往復はがきで
講座名、住所、氏名、年齢、性別、電
話番号、受講の理由、託児希望の方は
お子さんの年齢・性別を大井ファミ
リー・サポート・センター（〠140－
0014大 井1－14－1☎5718－7185）
へ

（6）

夏に発生する蚊の多くはヒトスジシマカ（通称「ヤブカ」）です。ごくわずかな水た
まりにも産卵し、産みつけられた卵は約10日～2週間で成虫になります。蚊が産卵す
る水たまりをなくすことで、殺虫剤を使用することなく防除することができます。蚊
の行動範囲は広くありませんので、町内や隣同士で次のことについて点検しましょう。

○放置されている空き缶やびん、古タイヤなどを片づける
○雨どいや雨水ますは土砂や枯れ葉などを取り除き、水
がたまらないようにする
○植木鉢の受け皿は裏返しにして、雨水などがたまらない
ようにする
○蚊のかくれ場所となるので、生い茂った雑草は刈り取る
○水盤などに張られた水は、蚊が成虫になる10日間を超え
ないうちにくみ出す
○網戸を上手に利用し、蚊が住宅へ侵入するのを防ぐ

問生活衛生課環境衛生担当☎5742－9138

公園で愛犬と楽しむためのマナー講習会
日6月20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、質疑応答ほか
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管理事務所（区
役所前☎5740－5037）へ

第1回 アーリーオータムジャズin品川
日9月18日㈯午後6時30分開演（午後6時開場）　￥5,000円（全席指定）
発売開始／7月10日㈯
午前 9時＝きゅりあん・メイプルセンター
午前10時＝Ｏ美術館
※電話予約は午前10時から、きゅりあんへ。
※発売初日は、1人4枚までです。
※電話受付では座席の指定はできません。
※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。
※託児はありません。
場問きゅりあん（大井町駅前☎5479－4140）

第1回 品川区民芸術祭

スポーツ

講座・講演



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

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回に対して1ポイント
を付与しています（年間50ポイント限度）。ため
たポイントは区内共通商品券と交換、または福
祉施設などへ寄付できます。

ボランティア対象施設／／
特別養護老人ホーム、老人保健施設、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）
※区の指定施設での活動が対象。
※申込用紙はボランティア対象施設でも配布し
ています。
人区内在住でおおむね60歳以上の方
※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

●カラオケクラブ手伝い
障害者施設で利用者と一緒にカラ
オケクラブの活動をします。
日金曜日14:00～15:30
場かがやき園（西大井6）
●折り紙ボランティア
高齢者施設で利用者に折り紙の指導
をします。
日金曜日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）
●話し相手
高齢者の話し相手をします。
日13:00～16:00で時間・曜日は相
談で
場荏原特別養護老人ホーム（荏原2）

●食事の配ぜん・下ぜん
高齢者施設で食事の配ぜん・下ぜ
ん・片付けをします。
日週1回から　曜日は相談で
①11:30～13:00 ②17:30～19:00
場かえで荘（八潮5）
●絵画クラブ指導
高齢者施設で絵画クラブ（水彩・
パステル・鉛筆など）の講師をし
ます。
日週1回から（月～土曜日、祝日）
13:30～15:00
場西五反田在宅サービスセンター
（西五反田3）

ポ

ポ

ポ

さわやかサービスは高齢者や障害者を対象とし
て、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。地
域の助け合い活動に参加しませんか。
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6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/

健康麻雀初心者教室
日7月5日～26日の月曜日
午後6時30分～8時30分（全4回）
人10人（抽選）　
￥2,000円
場申6月20日㈰（必着）までに、往復
はがきで教室名、住所、氏名、年齢、
電話番号をウェルカムセンター原・交
流施設（〠140－0015西大井2－5－
21）へ
問大井第三地域センター
☎3773－2000

家事ってみませんか～ナチュ
ラルでエコなおとこの掃除
気持ちいい空間作りのために
日7月25日㈰午後1時30分～3時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
人男性30人（抽選）
託児／／1歳～就学前のお子さん10人（抽選）
申7月16日㈮までに、電話かFAXに「家
事」とし、住所、氏名、年齢、電話番号、
託児希望の有無を男女共同参画センター
（☎5479－4104 Fax5479－4111）へ

メイプルセンターの講座
①気軽に英会話＜初中級セミプライ
ベート＞
日7月8日～9月16日の木曜日
午後7時～8時30分（全11回）
※6月17日㈭か24日㈭の見学可。
人簡単な会話ができる方8人（先着）
￥28,000円
②気軽に楽しく踊りましょう
はじめてのラテンダンス
日7月14日～9月22日の水曜日
午前10時30分～11時45分（全10回）
人16人（先着）　￥14,500円
③初心者のためのギター教室
日7月15日～9月16日の木曜日
午前9時30分～正午（全6回）
※初回にクラス分け、受講時間は各1時間。
人12人（先着）　￥13,200円（教材費別）
④歌って覚える英会話＜初級＞
日7月15日～9月9日の木曜日
午後1時30分～3時（全6回）
人多少の単語力があり、簡単な会話が
できる方10人（先着）
￥14,400円（教材費別）
⑤美容・健康・体力UPのための
やさしいエアロ＆ストレッチ
日7月10日～9月25日の土曜日

午前10時～11時30分（全10回）
※6月19日㈯か26日㈯の見学可。
人18人（先着）
￥13,700円
⑥韓国語会話Ⅱ＜中上級＞
日7月7日～9月22日の水曜日
午後6時45分～8時30分（全11回）
※6月16日（水）か23日（水）の見学可。
人簡単な日常会話ができる方8人（先着）
￥28,600円（テキスト代別）
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
場申電話でメイプルセンター（西大井
駅前☎3774－5050）へ

品川清掃工場見学会
日6月26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）
申6月24日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5353）へ

東京都就職差別解消促進月間
講演と映画の集い
企業内における人権問題について考え
てみませんか。
日6月14日㈪午後2時～4時30分
内講演「人権の世紀を確かなものに～
問われる個の生き方」、映画「内定者か
らの手紙」
人1,000人（先着）
場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問人権啓発課☎3763－5391
東京都労働環境課☎5320－4649

早川町ヘルシー美里（温泉）
ホタル鑑賞
日6月18日㈮～7月4日㈰の宿泊
交通／／
身延線「下部温泉駅」から無料送迎
￥9,100円（1泊2食、体験料込）
※区内在住か在勤の方はふるさと交流
宿泊助成で2,000円引きになります。詳
しくは、地域活動課市町村交流担当☎
5742－6856へ。
宿泊・申電話でヘルシー美里☎0556－
48－2621へ

ポ

暮らしの中でのちょっとした心づかいがボランティアの始まりです。
できることから始めてみませんか。

ポ

■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

（7）

催　し ★

★

　区では、多様な環境問題に対応していくために環境マネジメン
トシステム（ISO14001）において区の基本的な姿勢を示す環境方
針を策定し、この環境方針に基づき、地球温暖化防止対策などの
環境改善に、引き続き率先して取り組みます。
　環境方針は、区のホームページ、環境課窓口でご覧になれます。
問環境課（第二庁舎4階☎5742－6749）

　私たちのまち、品川は、幹線道路と鉄道網が縦横に走り、住居と工場、商店街が
混在するにぎわいのあるまちとして発展してきました。
　その一方で、豊かさを求め続ける私たちの生活は、環境に大きな負荷をかけてき
ました。自動車の排出ガスによる大気汚染やごみの大量排出による処分場のひっ迫
など、私たちの生活が原因となって環境の悪化をもたらしました。さらには、地球
温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、海洋汚染など地球環境全体に及ぼす問題を生み出
しています。
　こうした中で、かけがえのない私たちのまちを、水と緑ゆたかなうるおいのある
まちとして、将来の世代に引き継いでいくためには、品川区と区民、区内事業者が、
それぞれの役割を自覚し、ライフスタイルの改善や、環境に配慮した行動を起こす
ことが、強く求められています。
　品川区は、「次代につなぐ環境都市」をめざし、その足がかりとなる区政運営の
指針の一つとして、この方針を策定いたします。区民や区内事業者の皆さんととも
に、良好な地球環境を次の世代に継承していくため、環境に配慮した区政を運営し
てまいります。

（1）地球環境保全に向けた、区の率先的取り組み
●地球温暖化防止のため、温室効果ガスの排出量削減や緑化推進など吸収源対策を
推進します。
●持続可能な社会の実現に向けて、省エネルギー、省資源に努めます。
（2）良好な地域環境の保全創出
　良好な地域環境の保全創出のため、環境法令を順守し、環境改善に取り組みます。
（3）区職員の環境に対する意識の向上
　資源やエネルギーを節約する社会を実現するために、職員の意識向上を図ります。
（4）区民や区内事業者に対する働きかけ
　温室効果ガスの排出量削減、省エネルギー、省資源等の区の率先した取り組みに
ついて、広く区民や区内事業者に周知し、自発的な環境保全活動が区民運動として
発展するよう努めます。
　また、環境学習、情報提供などにより、自律的な行動を起こす仕組みづくりに努
めます。

平成13年2月28日制定
平成16年4月 1日改定
平成19年4月 1日改定
平成20年4月 1日改定

品川区長　濱野　健

ISO14001環境方針に基づいて
環境改善に取り組みます

環　境　方　針



● いま、品川区では。
● 7・8月プール一般開放
● こくほの宿
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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。

4月20日㈫、大井町線荏原町駅前で「荏原町安全安心ス
テーション」の開所式が行われました。今後は、平日の
午前9時30分～11時30分と午後1時～4時の間、14人の安
全安心推進員が交代で常駐し、地域の安全・安心を見守っ
ていきます。

荏原消防団長　発令式

4月5日㈪、石川國夫荏原消防団長の発令
式が行われました。区内には、地域の人々
からなる品川・大井・荏原の三つの消防
団があり、消防団長は区長が任命します。

大井消防団　受賞報告

大井消防団（山野茂団長）の皆さんが、
延焼阻止、火勢制圧に従事した功労に対
し東京消防庁警防部長表彰を受賞。5月
12日㈬、報告のため区役所を訪れました。

大井消防署長感謝状の受賞

4月13日㈫、伊藤学園6年生蛯原萌生さん
が、火災発見の迅速な対応により、大井
消防署長感謝状と東京消防少年団連盟会
長賞を贈呈されました。

消防総監感謝状の受賞

大井第二地区連合町会の大出会長、大
井第三地区連合町会の小林会長は、4月
からの住宅用火災警報器設置の義務化に
ともない、共同購入により安価に警報器
が提供できるように取り組み、消防総監
感謝状を受賞しました。4月22日㈭には、
濱野区長へ受賞の報告に訪れました。

区ホームページでも、最近のできごとを
お知らせしています。

4月8日㈭、区役所で品川区体育指導委員委嘱式・青少年
委員任命式が行われました。体育指導委員を委嘱された
方は35人、青少年委員を任命された方は32人。委員の皆
さんは今後、スポーツ・文化、青少年育成など、様々な
場面での活躍が期待されています。

体育指導委員・青少年委員
が活動開始

地域の安全・安心を守る
活動の拠点がオープン

4月19日㈪、枝野行政刷新大臣が学校跡施設を有効活用
した先行事例の視察として、高齢者住宅・介護予防拠点・
保育園の複合施設「ヘルスケアタウンにしおおい」を訪れ、
保育園の子どもたちの歓迎を受けたり、高齢者住宅に居
住している方の話に耳を傾けたりしました。

「明晴学園」は全国初の日本手話で授業をする私立ろう
学校として、20年に開校。校舎は、品川区と協定を結び、
八潮北小学校跡施設を利用しています。幼稚部・小学部
のみでしたが、6年生の卒業にあわせ、中学部を設立。4
月9日㈮の入学式では、中学部新1年生7人、幼稚部・小学
部の新入生6人をあわせ、全校生徒は45人となりました。

私立ろう学校
「明晴学園」中学部設立

枝野大臣、小学校跡施設を
活用した複合施設を視察

昨年と同様に緊急経済対策として、区が品川区商店街振
興組合連合会に助成し、4月20日㈫に販売開始した10％
のプレミアム付き区内共通商品券（発行総額3億3千万円）
は、5月14日㈮に完売しました。有効期限は8月31日㈫で、
大型店を除く品川区商店街加盟店を中心とした2,200店で
使用できます。秋にも今回と同額の販売を予定しています。

品川区は、小学校にあるすまいるスクール（児童の放課
後対策）で、子どもたちに対して、将棋や囲碁、生け花、
書道などの日本の伝統文化の普及に取り組んでいます。4
月20日㈫、囲碁の普及活動の功績に対して、濱野区長が
日本棋院大竹理事長から全国初の「日本棋院特別功労賞」
を受賞。5月9日㈰には、中小企業センターで区長杯こど
も将棋大会と品川区民春季将棋大会が開催されました。

囲碁・将棋の普及に表彰状 緊急経済対策で発売した
プレミアム商品券完売しながわ

写真
ニュース


