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各センターでは、カラオケや民謡、踊り、社交ダンスなど
様々なグループが自主的に活動しています。さらに、品川
区視覚障害者協会によるマッサージサービスや入浴サービ
スも行っています。
人区内在住の60歳以上の方
※詳しくは各シルバーセンターへお問い合わせください。

センター名 所在地 電話番号
東品川シルバーセンター★ 東 品 川３－32－10 ☎3472－2944
北品川シルバーセンター★ 北 品 川１－29－12 ☎3471－6507
五反田シルバーセンター 東五反田２－15－ 6 ☎3445－0296
西五反田シルバーセンター 西五反田３－ 9 －10 ☎3493－0076
大　崎シルバーセンター★ 大　　崎２－ 7 －13 ☎3492－9297
上大崎シルバーセンター★ 上 大 崎１－ 3 －12 ☎3449－1750
南大井シルバーセンター★ 南 大 井３－ 7 －13 ☎3761－6540
平　塚シルバーセンター★ 平　　塚２－10－20 ☎3782－1369
ゆたかシルバーセンター＊ 豊　　町３－ 2 －15 ☎3781－5424
旗の台シルバーセンター★ 旗 の 台４－13－ 1 ☎3783－7479
小　山シルバーセンター★ 小　　山５－17－18 ☎3785－6420
関ヶ原シルバーセンター 東 大 井６－11－11 ☎3765－7022
後　地シルバーセンター 小　　山２－ 9 －19 ☎3781－6506
南品川シルバーセンター 南 品 川５－10－ 3 ☎3471－7000
平塚橋シルバーセンター 西 中 延１－ 2 － 8 ☎3781－8155
西大井いきいきセンター★ 西 大 井２－ 5 －21 ☎5718－1330
＊8月～23年2月は、改修工事のため休館します。

シルバーセンター（16カ所）

8月2日㈪
南品川シルバーセンターが
リニューアルオープンします
南品川シルバーセンターは、耐震
補強を行い、鉄筋3階建てのシル
バーセンター単独施設として、こ
れまでの約2倍の広さに生まれか
わりました。
問高齢者いきがい課シルバーセ
ンター係☎5742 ー6946

和室 トイレ

多目的トイレ

1階

エレベーター

洋室

健康室

2階
トイレ

エレベーター

洋室 トイレ広間

3階
多目的ホール 洋室 トイレ

●介護予防事業などを行います
健康やわら体操など区で実施
する事業の拠点として、活用
していきます。

●「ほっと♥サロン」など、様々な交流
の場として使います
「ほっと♥サロン」はだれもが楽しく参加で
きる地域の憩いの場です。地域の方が世代
を超えてサロンに集い、企画の内容や運営
まで考えて参加する楽しい仲間作りの活動
です。

3階までエレベーターでいけるよう
になりました。

男女別々になって、広くて使い
やすくなりました。

新しく健康室ができて、静かな部屋
でのんびりゆったり
マッサージ機などで
くつろげます。

●会食による交流事業を
　予定しています
閉じこもりがちな高齢者の方を
対象に、地域の方と会食をする
ことで、外出や食事のバランス
などに興味をもってもらう場で
す。この事業は、地域の方と協
働して行います。

トイレ

エレベーター

健
康
室

★入浴サービス実施館

●カラオケなどに利用できます
たたみからカーペット敷きとなり、
いすが使えるので、ひざが痛い方
もくつろげます。
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3 粗大ごみを出す
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●戸別収集で出す
予約した収集日の午前8時までに、「品川区有料粗大ごみ処理券」をはって、
指定された場所へ出します。

●日曜日に持ち込む
指定された日の午前9時～午後4時に、「品川区有料粗大ごみ処理券」をはっ
て、 資源化センター（八潮1－4－1）へ持ち込みます。

粗大ごみを出すときには、
品川区粗大ごみ受付センターへの申し込みが必要です。

また、粗大ごみとして捨てる前に、まだ使用できないか考えましょう。
リサイクルショップ「リボン」やリサイクル情報紙「くるくる」をご活用ください。

問品川区清掃事務所☎3490－7051

粗大ごみの処理手数料
持ち込み 収集 主な品目

200円 200円 布団、いす（ソファー・OA用を除く）、衣
装箱、ビデオデッキなど

300円 500円 自転車（16インチ以上）、カーペット（5畳
以上）、げた箱など

400円 800円 電子レンジ、シングルベッド（マットを除
く）など

600円 1,100円 戸棚（90cm以上）など
700円 1,400円 たんす（90cm以上）、ステレオセットなど

次のものは収集できません
○冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ、
エアコン（室内・外機）
買い替えする店か家電リサイクル受付センター
☎5296－7200へ連絡してください。
○パソコン（本体とディスプレイ）
メーカーなどに回収依頼をしてください。各メー
カーのリサイクル料金や受付窓口は、各メー
カー、パソコン3Ｒ推進協会☎5282－7685へお
問い合わせください。
○危険物・毒物・耐火金庫など
専門処理業者に処分をお願いしてください。

ご
存じ
ですか

粗大ごみの出し方

●電話で
品川区粗大ごみ受付センター☎5715－1122へ
※日曜日に直接持ち込む場合は、「直接持ち込む」
と申し出てください。
受付時間／月～土曜午前8時～午後9時
※祝日も受け付けます。

●インターネットで
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/sodai/へ
※区ホームページからもアクセスできます。　※24時間受け付けます。
※9月1日㈬午前0時から、申し込み時に粗大ごみを出す日にちの指定
ができるようになります。また、品目の追加・変更も受付可能となり
ます。

1 申し込む
粗大ごみの出し方には平日の戸別収集と、日曜日に直接持ち込む方法があります。出し方を決めてから申し込んでください。
処理手数料は持ち込みの場合、戸別収集に比べて品目によっては割安になります。申し込みのときに確認してください。

2 粗大ごみ処理券を買う
区内の有料ごみ処理券取扱所（掲示の
ある商店・スーパー・コンビニなど）で、
予約時に案内された手数料分の「品川
区有料粗大ごみ処理券」を購入してく
ださい。

B券（300円）

見本見本

A券（200円）

五反田文化センターは10月1日㈮から施設の貸し出しを再開します。これまでの講習
室などのほかに、新しくスタジオや音楽ホールができました。

施設 受付開始日 注意事項

講習室・ス
タジオなど
（抽選）

社会教育関係登録団体＝使用す
る日の2カ月前の同日
一般団体＝使用する日の1カ月
前の同日

社会教育関係登録団体は、受付開始日
の1週間前から仮申し込みができます。
※7月は、26日㈪～30日㈮午前9時～午
後5時に電話で同センターへ

音楽ホール
（抽選）

使用する日の属する月の6カ月
前の1日（土・日曜、祝日の場合
は翌開館日）

10月～23年1月分は8月1日㈰から、23
年2月分は8月2日㈪から受付を開始しま
す。

受付開始／8月1日㈰午前9時から　※申込多数の場合は午前9時に抽選。
※施設の概要や申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。
問五反田文化センター（西五反田6－5－1☎3492－2451）

予約
受付五反田文化センターの　　  を始めます

入
り
口
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ミニ青空市

日7月15日㈭午前10時から
内JAS有機・減農薬栽培の
安心で安全な新鮮野菜・果
物などの販売、リサイクル
製品（トイレット・ティッ
シュペーパー）販売
場参当日、消費者センター
（大井1－14－1☎5718－
7181）へ

マイバッグ（買い物袋）を
ご持参ください

音楽ホールイメージ図
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　「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条
例」を改正し、資源物の持ち去り行為を禁止し
てから2年が経ちました。
　清掃事務所では、パトロール隊を編成し、区民
の皆さんとともに、持ち去り防止を図ってきまし
た。しかし、いまだに区の収集や集団回収＊のた
めに集めた古新聞を抜き取る行為が横行していま
す。
　資源物を出すときは、回収先が品川区である
ことを明示するなどのご協力をお願いします。
「区に出した資源物」と意思表示することは、資
源持ち去りを許さないまちづくりにもつながり、
資源を持ち去る第三者に対して一定の抑止効果
があります。改めて区民の皆さんのご協力をよ
ろしくお願いします。

＊地域の団体やPTA、マンションの管理組合などが、
区の登録を受けて自発的に資源物の収集を行うこと

資
源
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り
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し
ま
せ
ん
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万
円
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●資源持ち去り防
止のちらしは区
ホームページから
ダウンロードでき
ます。

禁止される行為
1区や区と契約した委託業者以外の者が、
資源回収ステーションから古新聞や空き缶
などの資源物を持ち去ること
2集団回収を行う団体や団体が契約した収
集業者以外の者が、集団回収場所から資源
物を持ち去ること
3条例に違反して持ち去られた資源物を譲
り受けること

コース 日時（全24回） 会場 対象（抽選） 内容 費用

いきいき

8月30日からの月・木曜日
午前10時～11時30分

東品川シルバーセンター
（東品川3－32－10）

次のすべてにあてはまる方
①おおむね65歳以上
②自力で会場への往復ができる
③現在運動をするのに支障がない
④7月26日㈪（東品川シルバーセ
ンター午前）、27日㈫（品川第一
区民集会所午前・午後）、30日㈮（荏
原いきいき倶楽部午後）に行う説
明会のいずれかに出席できる
各16人

筋力トレーニング
マシンを使った
トレーニング、ウ
オーキング、スト
レッチ運動などを
通して日常生活
に必要な動作を
スムーズに行える
筋力づくりやバラ
ンス維持

各
7,200
円

8月31日からの火・金曜日
午前10時～11時30分

荏原いきいき倶楽部
（荏原6－2－8）

8月31日からの火・金曜日
午後2時～3時30分 品川保健センター

（北品川3－11－22）

はつらつ 8月30日からの月・木曜日
午後2時～3時30分

上記にあてはまり、体力に自信の
ある方
16人

上記に加え、もう
一歩進んだ体力
づくり

9,800
円

申7月20日㈫までの月～金曜午前10時～午後5時に、本人が電話でコナミスポーツ＆ライフ 0120－919－573へ
問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

いきいき筋力向上トレーニング～参加者とトレーニング協力員募集
●トレーニング協力員 

月・
木曜日

午前9時30分
～正午

東品川シルバー
センター

午後1時30分
～4時

品川保健
センター

火・
金曜日

午前9時30分
～正午

荏原いきいき
倶楽部

午後1時30分
～4時

品川保健
センター

内会場の準備、トレーニングの補助など
人各若干名（選考）
謝礼／／1回2,000円
※事前研修あり。
申電話でコナミスポーツ＆ライフへ

警察官や銀行協会職員を名乗った振り込め詐
欺が発生しています。
　・通帳を預かる
　・カードの暗証番号を聞く
などの電話や訪問があったときは、すぐに
110番通報してください。

振り込め詐欺犯人は、言葉巧みにだまし、皆さ
んの貴重な財産を狙っています。決して「他人事」
「自分は大丈夫」とは思わず注意してください。

知らない人には絶対お金
を渡さない！必ず、家族
や警察に相談を!!　「代わ
りの者が取りに行く」は
100％振り込め詐欺と
疑ってください。

振り込む前に、本当の息子（孫）
なのか、必ず確認の電話を！
ペットの名前や誕生日など、
家族にしか分からないことを
質問してみましょう！

息子、孫を名乗る者から「携帯電話の
番号が変わった」と電話が入ったら、
ほぼ間違いなく振り込め詐欺です。以
前の番号に電話してみましょう！

「今すぐ…」「急がない
と大変なことに…」の
言葉につられず、落ち
着きましょう！不審な
電話は、110番!!

振り込め
詐欺対応策

   振り込め詐欺

急増中!
区
内

区内被害者の約8割が
60歳以上の方です

要注意！

問い合わせ／／地域活動課生活安全担当☎5742－6592

品川区防犯マスコット
しなぼう

暮らしを楽しく過ごすには
筋力アップで体力維持
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●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）
7/11

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

講師／／坂口美佳子（科学読み物研究会会員）
申電話で各図書館へ

日時 会場 内容 定員
（先着）

7/29
㈭ 14:30～16:30

南大井児童センター
（南大井3－7－13）
申南大井図書館☎3761－6780

「紫外線ってなんだろう」
ＵＶチェックストラップを
つくろう

15人

8/3
㈫ 10:00～12:00 大崎図書館（大崎2－4－8☎3495－0660）

「おっと音の実験だ」
エコーマイクをつくろう 30人

8/17
㈫

10:00～12:00 二葉図書館（二葉1－4－25☎3782－2036） 「結晶って○○でしょう」 
結晶ツリーをつくろう

15人

14:00～16:00
滝王子児童センター
（大井5－19－14）
申大井図書館☎3777－7151

25人

8/19
㈭ 10:00～12:00 ゆたか図書館（豊町1－17－7☎3785－6677）

「きつつき君をつくろう…」 
磁石の実験

各
20人

8/24
㈫

10:00～12:00 源氏前図書館（中延4－14－17☎3781－6273）

14:00～16:00
荏原文化センター
（中延1－9－15）
申荏原図書館☎3784－2557

40人

8/27
㈮

10:00～12:00 品川図書館（北品川2－32－3☎3471－4667）「パタリンチョウってしってる？」
磁石の実験

各
30人14:00～16:00 八潮区民集会所（八潮5－10－27）

申八潮図書館☎3799－1414

児童センターで活躍する中高生によるフェスティバルを、23年3月21日㈷にきゅ
りあん小ホールなどで開催します。本番に先駆け、児童センターでプレイベン
トを開催します。

日時 会場・問い合わせ 内容
7/17㈯

13:00～19:00
ティーンズプラザ東中延
（東中延2－5－10☎3785－0419）

サマーライブ　2010
バンドライブ＆ゲーム大会など

7/17㈯
13:30～17:00

ティーンズプラザ中原
（小山1－4－1☎3492－6119）

交流ライブ＆スペシャルボイストレーニ
ング～バンドクラブ交流ライブとスキル
アップ講座

7/17㈯
14:00～16:00

ティーンズプラザ東大井
（東大井1－22－16☎3471－1070）

ファッションDE　カーニバル
ファッションショー、ダンスなどのパ
フォーマンス

7/17㈯
16:00～19:00

ティーンズプラザ滝王子
(大井5－19－14☎3771－3885)

夏まつり
実行委員による夕涼み夏祭り

7/21㈬
15:00～16:00

大井倉田児童センター
（大井4－11－34☎3776－4881)

キミもちびっこのヒーローに！バルーン
講座
マジックバルーンスキルアップ講座

7/21㈬
16:00～18:00

ティーンズプラザ平塚
（平塚2－2－3☎3786－2228）

DaDaDaDance　2010夏
ダンスパフォーマンス＆カフェコーナー

7/24㈯
9:30～19:30

水神児童センター
（南大井5－13－19☎3768－2027）

まち発見わくわく体験
勝島運河でのボート体験や商店街グル
メ探検

7/24㈯
13:00～15:00

ティーンズプラザ東品川
（東品川1－34－9☎3472－5806）

サマーミニライブ
バンド交流ライブ

7/24㈯
17:30～19:30

ティーンズプラザ冨士見台
（西大井6－1－8☎3785－7834）

芝居小屋2010
芝居、歌などバラエティーでいっぱい

8/27㈮
・28㈯

14:00～16:00

ティーンズプラザゆたか
（豊町1－18－15☎3786－0633）

ティーンズエボリューション～サマー
フェスタ　ゴーストハウス＆ボルダリン
グ＆ステージ

8/28㈯
11:00～17:00

ティーンズプラザ八潮
（八潮5－10－27☎3799－3000）

ティーンズ夏フェス!
バンドクラブ交流ライブなど

※実費がかかるものがあります。

日8月16日㈪～20日㈮・23日㈪～25日㈬午前9時～11時（全8回）
内弓道の基本的な作法と技術
人中学生20人（抽選）   ￥3,500円（保険料込）
場申8月2日㈪（消印有効）までに、はがきかFAX、Eメールで教室名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、学年、性別、電話番号を同校（〠140－0011東大井1
－10－40 Fax3471－6338 office@s.metro-cit.ac.jp）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

めずらしい昔の道具を使って、昔の世界にふれてみませんか。ワークシートに
全問正解すると同館特製シールをプレゼント。夏休み限定のスタンプや特製パ
ズルもあります。
日7月13日㈫～10月3日㈰
※休館日は7月20日㈫、9月21日㈫、月曜、祝日。
観覧料／／100円、小・中学生50円
※20人以上の団体は2割引。品川区立小・中学
生、70歳以上の方、障害のある方は無料。
場問品川歴史館
（大井6－11－1☎3777－4060）

保育園の園児とのふれあい体験を通して、将来の家庭生活における知識・技術
を学びます。
●事前学習会
日7月31日㈯午前9時30分～正午
場荏原文化センター（中延1－9－15）
●意見交換会
日8月10日㈫午前9時30分～正午
場荏原第五区民集会所（二葉1－3－37）
●実習
日程 番号 実習施設

8/2
㈪

～

4
㈬

1 品　川保育園（東大井5－8－12）
2 中　延保育園（西中延1－6－16）
3 北品川保育園（北品川2－7－21）
4 一本橋保育園（大井2－25－1）
5 源氏前保育園（中延4－14－19）
6 五反田保育園（東五反田2－15－6）

8/4
㈬

～

6
㈮

7 西品川保育園（西品川3－16－35）
8 東大井保育園（東大井1－22－16）
9 南大井保育園（南大井3－7－4）
10 中　原保育園（小山1－4－1）
11 冨士見台保育園（西大井6－1－15）
12 荏原西保育園（荏原4－16－11）

※時間は午前9時～午後5時、全3回。
人区内在住か在学の中高生各2・3人（抽選）
申7月22日㈭（必着）までに、往復はがきに「保育体験学習」とし、番号、住所、
氏名（ふりがな）、学校名、学年、性別、電話番号、希望理由を子育て支援課在
宅子育て支援係（〠140－8715品川区役所☎5742－6720）へ

産業技術高等専門学校オープンカレッジ
中学生の弓道教室

小学生のみんな「科学あそび」だよ！

夏休みは品川歴史館に行こう
子ども歴史展示コーナー

中学・高校生のための体験学習コースティーンズフェスティバル　2011
プレイベント夏

65歳以上の方（第1号被保険者）の22年度の介護保険料が決まりました

荏原第三中学校・荏原第四中学校、杜松小学校・大間窪小学校を母体校とし、25年4月に開校する小中一貫校
の名称が決定しました。校舎は、現在の荏原第三中学校と大間窪小学校の敷地に建設予定です。
問指導課小中一貫教育係☎5742－6595

　7月中旬に納入通知書を発送します。介護保
険料は、第1号被保険者と世帯全員の22年度区
民税をもとに決定し、一人ひとり個別に納めて
いただきます。年金受給月ごとに納付する特別
徴収（年金からの天引き、年6回）と、納付書・
口座振替（自動払込）で毎月納付する普通徴収

があります（原則として特別徴収となります）。
　納付書でお支払いの方は、7月から携帯電話
を利用しモバイルバンキングで保険料を支払う、
モバイルレジが利用できるようになりました。
※詳しくは、通知書に同封されているちらしを
ご覧ください。

※保険料段階が第3段階で一定の要件を満たし
ている方には保険料が減額される制度がありま
す（特例減額）。
問高齢者福祉課介護保険料係☎5742－6681

荏原東地区小中一貫校の名称が
「小中一貫校　豊

ほうよう

葉の杜
もり

学園」に
決まりました



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）

国民健康保険加入者の方へ
入院時の医療費の窓口での支払いが自
己負担額までとなる「限度額適用認定
証」「限度額適用・標準負担額減額認定
証」の有効期限は7月31日㈯です。入
院中や入院予定の方は、8月2日㈪以降、
更新の手続きをしてください。
人限度額適用認定証＝70歳未満の方
限度額適用・標準負担額減額認定証＝
70～74歳の住民税非課税世帯の方
手続きに必要なもの／／
①現在お持ちの認定証
②国民健康保険被保険者証（保険証）
③高齢受給者証（70～74歳の方）
※国民健康保険料を滞納している場合、
認定証を交付できないことがあります。
問国保医療年金課給付係
（本庁舎4階☎5742－6677）

22年度国民年金保険料の
免除・若年者納付猶予申請を
受け付けています
　保険料を納めることが困難な場合に
は、本人・配偶者・世帯主それぞれの
所得（22年度申請は21年中の所得）が
限度内であれば、納付を免除・猶予す
る制度があります。また失業した方の
所得を審査対象としない「特例免除」
の制度もあります。前年度の免除・若
年者納付猶予が「継続承認」されてい
る方以外は、申請が毎年度必要です。
　なお、21年度（21年7月分～22年6
月分）の免除・若年者納付猶予の申請
受付は7月30日㈮までです。お忘れの
方は、お早めに申請してください。
問国保医療年金課国民年金係
☎5742－6682

国民健康保険の夏季施設
夏の民宿「出口荘」
日7月17日㈯～8月15日㈰宿泊
※1回につき2泊まで。
交通／／京急本線「三浦海岸駅」徒歩15分
￥品川区国民健康保険・後期高齢者医
療加入者2,600円（小学生2,100円）
※1泊2食付き。
※小学生未満は600円（食事・寝具無し）。
※加入していない区民の方は3,800円
（小学生3,300円）で利用できます。
※空室情報は国保医療年金課の掲示板
か区ホームページでご覧ください。
パンフレット配布場所／／国保医療年金
課、地域センター、文化センター
問国保医療年金課保険事業係
（本庁舎4階☎5742－6675）

ヘルパー2級資格取得費用を
助成します
ヘルパー2級資格取得のための費用を、
介護事業者を通じて助成します。
人4月1日～23年3月31日にヘルパー2
級資格を取得し、原則として、この事
業に参加する介護事業者に勤務、また
は勤務予定の方　※雇用されない場合、
助成が受けられないことがあります。
※詳しくは、お問い合わせいただくか
区ホームページをご覧ください。
問高齢者福祉課介護保険担当
☎5742－6927

第106回高齢者と
介護者のための料理教室
日7月27日㈫午後1時30分～4時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内夏バテ予防、元気になるおかず
持ち物／／エプロン、三角きん、筆記用具
人20人（先着）　￥600円
申7月20日㈫までに、電話で成幸ホー
ム☎3787－5393へ

子ども手当の申請は
お済みですか？
　4月に始まった子ども手当は、中学3
年修了前（15歳に達した最初の3月）ま
で、児童1人につき月額13,000円支給
される制度です。
　3月31日以前から品川区に住んでい
た方は、9月30日㈭までに申請すると、
4月分から支給されます。ただし、4月
1日以降の転入や出生の場合は申請した
翌月分からの支給になります。詳しく
はお問い合わせください。
●子ども手当・児童育成手当の
現況届を提出してください
子ども手当・児童育成手当を受けてい
る方へ、6月に「現況届」をお送りし
てあります。現況届の提出がないと、6
月以降の手当を受給することができま
せんので、まだ提出されていない方は、
早めに提出してください。
問子育て支援課児童手当係
☎5742－6721

教育センターは移転します
教育センターの耐震改修工事が終了し、
元の場所に戻ります。
移転日／7月26日㈪
※教育相談は8月2日㈪から開始。
移転先／／西五反田6－5－1
教育文化会館4階
問教育センター☎6231－9011
※7月26日㈪から、教育センターは☎
3490－2005、教育相談は☎3490－
2000へ電話番号を変更します。

障害者の方に対する職業相談
日7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

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
一般よりも低い金利で資金を借りるこ
とができるように、金融機関を紹介し
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。
※現場調査をしますので、工事着工前
にご相談ください。
※融資の審査は金融機関が行います。
●住まいの施工業者を紹介します
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
☎5742－6777

お知らせ

※重病の方は119番
をご利用ください。

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

会　場 日　時

品川保健センター 9/12㈰ ① 9:30 ～12:30
②13:30 ～16:30

荏原保健センター 9/ 4㈯ ③ 9:30 ～12:30

内もく浴実習、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各24組
（選考）
申8月10日㈫（必着）までに、往復はがきに「二人で
子育て」とし、希望日時（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8階）へ
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016

授乳を楽しむこつを、助産師と一緒に体験しませんか。
日8月5日㈭午後3時～4時
人おおむね1・2カ月児の母親10人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－2666へ

日7月31日㈯午後1時30分～3時40分
内講演会「精神科の薬とその特徴について」
講師／辻野尚久（東邦大学精神神経医学教室医局長）
人精神障害者の家族、関係者50人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－7016へ

＝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）

7月11日㈰
18日㈰
19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）

7月11日㈰

　　　石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477
　　　やなぎさわ歯科クリニック 北品川 5 － 8 －15 ☎3440－4666
　　　米山歯科 小　山 3 － 2 －10 ☎3794－0235
　　　スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816
　　　小山接骨院 戸　越 5 －10－ 7 ☎3782－7568

7月18日㈰

　　　はせがわ内科クリニック 大　井 3 －25－13 ☎3775－1311
　　　白金歯科 上大崎 2 －13－22 ☎3446－0818
　　　小山台歯科医院 小山台 1 －22－ 8 ☎3716－6400
　　　健康館なつ整骨院 東五反田 1 －19－ 2 ☎3444－3472
　　　青柳接骨院 荏　原 6 － 6 － 6 ☎3784－3267

7月19日㈷

　　　茂手木医院 大　井 5 －19－18 ☎3774－6727
　　　トミタ歯科医院 上大崎 2 －16－ 1 ☎5423－5018
　　　土佐歯科クリニック 小　山 3 － 6 －15 ☎5702－1554
　　　山根接骨院 西品川 1 －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（受付は午後9時30分まで）

7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

小内
薬

歯

骨

歯

小

骨

内

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 

二人で子育て（両親学級）

母乳相談

精神保健家族勉強会講演会

歯

骨

歯
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内



●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）
7/11

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 キッズクラブ・シニアクラブは4ページ、健康ひろばは5ページです

求職活動や塾代などを
支援します
①住宅手当緊急特別支援
離職し就労能力・意欲ともにある方で、
住まいを失っている方や失うおそれの
ある方を対象に、安心して就職活動が
できるよう、家賃に充てるための費用
（住宅手当）を支給します。
①の対象者／次のすべてにあてはまる方
・平成19年10月1日以降に離職
・離職前に主として世帯の生計を維持し
ていた
・就労能力と常用就職の意欲があり公共
職業安定所への求職申し込みを行う
・住まいを失っている、または失うおそ
れがある
・原則として収入がない〔一時的な収入
がある場合は、単身世帯月額84,000円
に家賃月額（上限53,700円）を加算し
た額未満、2人世帯月額172,000円以下、
3人以上世帯月額172,000円に家賃月額
（上限69,800円）を加算した額未満〕
・預貯金合計が単身世帯50万円以下、2
人以上世帯100万円以下（同居親族分込）
・国などが実施する類似の貸付や給付を
受けていない
・区内に居住か住宅喪失直前に区内に居
住し引き続き居住予定
月額／単身世帯＝上限53,700円
2人以上世帯＝上限69,800円
支給期間／原則6カ月間
②就職チャレンジ支援
職業訓練を行い安定した就業に向けて
受講奨励金を助成します。
月額／150,000円
③チャレンジ支援貸し付け
中学3年生、高校3年生の学習塾などの
受講料や受験料を貸し付けます。
貸付額／受講料＝実費（上限200,000円）
高校受験料＝実費（上限50,400円）
大学受験料＝実費（上限105,000円）
②③の対象者／
次のすべてにあてはまる方
・世帯の生計中心者
・預貯金などが600万円以下
・土地・建物を所有していない（自己居
住用は除く）
・都内に1年以上住民登録をしている
・生活保護受給世帯でない

・課税所得か総収入が一定基準以下
扶養人数 課税所得（年間） 総収入（年間）
0 50万円以下 176万円以下
1

60万円以下
260万円以下

2 320万円以下
3 380万円以下

－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
問生活福祉課相談係☎5742－6545

介護者教室
●大崎在宅サービスセンター
日7月24日㈯午後1時～3時
内講座「高齢者の水分補給とは～水は
命をつなぐ、理想的な水分補給方法」
講師／冨岡成夫
（大塚製薬予防栄養担当部長）
人15人（先着）
場申7月23日㈮までに、電話で同センター
（北品川1－16－5☎5461－0830）へ
●八潮在宅サービスセンター
日7月24日㈯午後1時30分～3時30分
場八潮区民集会所（八潮5－10－27）
内手軽にできる介護食、魚料理の紹介
と試食
講師／／宮窪知子（栄養士）
人30人（先着）
申7月23日㈮までに、電話で同センター
☎3790－0344へ

高年齢者向け出張就職相談会
日7月14日㈬午前10時～午後3時
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人おおむね55歳以上の方
※求職登録を希望の方は、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。

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7月30日㈮午前10時～午後3時
場品川第二区民集会所
（南品川5－3－20）
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
※55歳からの無料職業紹介所「サポし
ながわ」の入会相談も開催します。

スポーツ

初心者バドミントン教室
日23年3月31
日までの木曜日
午後7時～9時
￥1回300円
中 学 生 以 下・
60歳 以 上200
円　
運営／スポク
ラ・しながわ事
務局
場参当日、運動のできる服装で、上履
きを持って芳水小学校（大崎3－12－
22）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

9人制クラス別バレーボール大会
日8月22日㈰午前9時から
場総合体育館
日野学園（東五反田2－11－1）
種目／男子、女子（一般、家庭婦人）
試合方法／クラス別トーナメント戦
※敗者戦あり。
￥1チーム12,000円
連盟登録チーム6,000円
主催／／品川区バレーボール連盟
申8月11日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ
※主将会議は、8月18日㈬午後7時から
総合体育館。

シルバー水泳教室
泳ぎをとおして
健康と仲間づくりを
日10月5日～11月30日の火曜日
午前11時30分～午後1時（全8回）
場日野学園温水プール
（東五反田2－11－1）
人60歳以上の健康な方50人（抽選）
※後日、過去1年以内の健康診断結果の
写しを提出。
￥1,840円（保険料込）
申7月26日㈪までに、往復はがきで教
室名、住所、氏名、年齢、電話番号を
スポーツ協会へ
※説明会は、8月31日㈫午前10時から
総合体育館。

中小企業ワークライフバラン
スセミナー～「職場で育児」
という働き方の可能性を探る
日8月5日㈭午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内多様な子育てや働き方について考える
講師／光畑由佳（モーハウス代表）
申電話かFAXでセミナー名、住所、氏名、
電話番号をものづくり・経営支援課経
営支援係（☎5498－6334 Fax5498－
6338）へ

健康大学しながわ第2回公開講
座～命を守るお口の健康
日8月21日㈯午後1時30分～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内日常生活に潜む健康リスクとしての
歯周病、口の観察、だ液検査
講師／／山本松男（昭和大学歯学部教授）
人40人（先着）
申8月17日㈫までに、電話で品川保健
センター☎3474－2225へ

産業技術高専オープンカレッジ
①LINUXによるプログラム・ネットワーク体験
日8月7日㈯・8日㈰午前10時～午後4時
（全2回）
内基本操作・アプリケーション利用法、
プログラミング・ネットワーク設定の
講義と実習
人中学生以上の方20人（抽選）
￥5,200円
②初心者のための3次元CAD
日8月7日㈯・8日㈰午前10時～午後4時
（全2回）
内3次元CADの基本操作体験、講習
人通常のパソコン操作ができる方10人
（抽選）　※3次元CADで本格的に仕事を
したい方には向いていません。
￥5,000円
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
場申①は7月27日㈫、②は28日㈬（消印
有効）までに、はがきかFAX、Eメール
で講座名、番号、住所、氏名（ふりがな）、
年齢（学年）、性別、電話番号を同校（〠
140－0011東大井1－10－40 Fax3471－
6338 office@s.metro-cit.ac.jp）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

（6）

スポーツ 講座・講演お知らせ

あなたが選ぶ！
☆キラリ輝く40店☆

しながわの
一番店発見
プロジェクト

区民モニターを
募集します
日内9月中旬～10月中旬に、
参加店（エントリー店）を1
人6店程度調査し、報告
※調査経費として区内共通
商品券（10,000円）を支給。
人区内在住か在勤で20歳以
上の方50人（抽選）
申電話で品川区商店街連合
会☎5498－5931へ

第5弾
（最終回）

健康維持と仲間づくりのために、
ぜひ参加しませんか？
日8月4日～9月29日の水曜日午前10時～11時
場南品川シルバーセンター（南品川5－10－3）
内健康体操　
人60歳以上の方
25人（抽選）
※医師に運動を禁じ
られている方はご遠
慮ください。
￥2カ月1,200円
申7月22日㈭までに、
直接健康課健康づく
り係（本庁舎7階☎
5742ー6746）へ

健康塾ではつらつ笑顔

　区では、皆さんの区政に対する意識や重
点施策に対する意向を把握し、区政に反映
させるため、世論調査を7月25日㈰まで実
施します。
　この調査は昭和49年から2年に1回実施し
ており、今回で19回目になる重要な調査で
す。
　区内にお住まいの20歳以上の方1,500人を
無作為に選び、調査員が各家庭に伺い面接
調査を行います。
　今回、調査にご協力をお願いする方には、
依頼の通知（はがき）をお送りしました。
問広報広聴課☎5742－6643

　第19回品川
世論調査

区

品川区をよりよいまちにするために
ご協力ください



問い
合わせ

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

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

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

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

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
を付与しています（年間50ポイント上限）。ため
たポイントは区内共通商品券への交換、または
福祉施設などに寄付もできます。事前にボラン
ティアセンターなど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・サロンの活動も含
まれます）
※申し込みは活動対象の施設でもできます。
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。

○街のコンシェルジェの活動も地域貢献ポイン
トの対象になります。

※　 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

●手芸の講師
高齢者施設で介護度の高い方でも
できる簡単な手芸の指導をします。
日週1回から（火～木・土曜日）
13:30～14:30
場大崎在宅サービスセンター
（北品川1）
●書道の指導
高齢者施設で書道を教えます。
日週1回から（月～土曜日、祝日）
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）
●食事の配ぜん・下ぜん
食事の配ぜん・下ぜん、話し相手、
見守りなどをします。
日週1回から
①7:20 ～8:30　 ②11:30 ～12:30
③17:30～19:00
場戸越台特別養護老人ホーム（戸越1）

●フロア・入浴後の手伝い
高齢者施設で入浴後のお茶の準備、
髪乾かし、話し相手をします。
日月・水・土曜日10:00～15:30
※午前・午後のどちらかでも可。
場南大井在宅サービスセンター
（南大井5）
●折り紙ボランティア
高齢者と一緒に折り紙を楽しんだ
り、教えたりします。
日週1回から（月～土曜日、祝日）
13:30～15:00
場中延在宅サービスセンタ－
（中延6）
●外出活動補助
高齢者施設利用者の外出の際に、
簡単な移動の手伝いをします。
日日曜日（奇数月に月1回）
10:30～15:30
場サンケア戸越銀座（平塚1）

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7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/

ごみ探検隊へ参加しませんか
日①8月7日㈯　②21日㈯
午前10時～午後4時
場中央清掃工場（中央区）、中央防波堤
外側埋立処分場（江東区）ほか
人区内在住か在学の小学校3年生以上の
方各40人（先着）
※小学生は保護者同伴、1組4人まで。
※昼食は持参。
申①は7月30日㈮、②は8月13日㈮まで
に、電話かFAXに「探検隊」とし、番号、
代表者の住所・氏名・電話番号、参加
人数を東京二十三区清掃一部事務組合
（〠102－0072千代田区飯田橋3－5－1
☎6238－0614）へ

メイプルセンターの講座
①ゆっくりパソコン教室＜入門＞
日7月26日～9月27日の月曜日
午後1時30分～3時（全6回）
人9人（先着）
￥21,000円（テキスト代別）
②シールでペーパーアート
バラのミニ額を作ろう
日8月8日㈰午前10時30分～正午
人16人（先着）　￥2,500円（教材費込）
③生け花　池坊
日7月16日～9月24日の金曜日
午後6時30分～8時30分（全10回）
※全11回のうち2回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥23,000円（花代込、テキスト代・教材費別）
④ベリーダンスⅠ
日7月16日～9月24日の金曜日
午後6時～7時10分（全10回）
※全11回のうち2回目からの途中入会、
7月16日の見学可。
人18人（先着）　￥13,000円
⑤雑穀＆全粒粉で作るアンチエイジン
グパン
日9月11日㈯午後1時～4時
人24人（先着）　
￥4,000円（材料費込）
⑥茶道　裏千家
日7月15日～9月30日の木曜日
午後6時30分～8時30分（全9回）
※全10回のうち2回目からの途中入会、
7月15日は見学可。
人18人（先着）　￥24,885円（水屋料込）
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
場①～④メイプルセンター（西大井駅前）
⑤⑥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

催し

秋季吟剣詩舞道大会
出演者募集
日10月10日㈰午前9時45分開演
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内吟詠・剣詩舞（絶句程度）の発表
￥吟詠1,500円、剣詩舞2,000円
（昼食代込）
申8月13日㈮までに、吟題、作者、出
演者名、電話番号を記入した紙、費用（定
額小為替）、返信用はがきを文化スポー
ツ振興課文化振興係か品川区吟剣詩舞
道連盟事務局・長谷川龍篁（〠140－
0015西大井3－1－20金剛ライト工業
内）へ郵送

品川区民作品展　申込受付
部　門 仕様

書　　道 半切り以下（全紙不可）、条幅（仮
表装可）、巻き物、額、短冊 

写　　真
四つ切り以上（デジカメはA4以
上）、 台紙、パネル、額付き
※組は四つ切りで３枚まで

絵　　画  6～25号　額付き
手工芸＊1

 縦・横・高さ各100㎝以内華　　道
そのほか＊2

＊１ 押し花絵、ちぎり絵、パッチワ－クは、手
工芸に含みます。
＊２ そのほかは、盆景などです｡
※華道・盆景などの作品は、期間中出品者が管
理してください。
日11月24日㈬～28日㈰
場きゅりあん（大井町駅前）
人16歳以上の方（アマチュアに限る）
出品点数／全部門を通じて1人1点（1
年以内に制作した未発表のものに限る）
作品搬入／11月23日㈷
作品搬出／11月28日㈰・29日㈪
申10月8日㈮（必着）までに、申込用
紙を文化スポーツ振興課文化振興係へ
郵送か持参
※申込用紙は地域センター、文化セン
ターなどで配布します。区ホームペー
ジからダウンロードもできます。

品川清掃工場見学会
日7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7月22日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5353）へ

洒水の滝まつり
品川＆山北ふれあい交流
日本の滝百選に選ばれている、洒水の
滝の滝開きが行われます。
日7月25日㈰午前9時45分～午後3時30分
場神奈川県山北町「洒水の滝」
交通／御殿場線「山北駅」徒歩30分
内洒水太鼓奉納、滝開き、水行、お水
取り、奉納舞踊、太鼓競演（品川区よ
り「八潮太鼓之会」が出演）、洒水の火
祭り　など
問山北町観光協会☎0465－75－2717

第169回しながわ日曜コンサート 
日7月18日㈰午後1時30分～3時
曲目／ショパン「革命」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

夏休み満喫！川であそび、昆
虫にふれあいませんか
品川＆早川ふるさと交流
南アルプス邑

む ら

野鳥公園の専門ガイドが
ご案内します。
日8月2日㈪～5日㈭・9日㈪～11日㈬の
宿泊
宿泊／町営ヘルシー美里（温泉）
交通／／身延線「下部温泉駅」から送迎
￥8,300円、小学生以下4,300円
（1泊2食、体験料込）
申電話でヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

品川介護福祉専門学校オープン
キャンパス～先輩たちが語る、
どんなお仕事?どんな学校? 
日7月19日㈷午前10時～正午
内在校生・卒業生による学生生活と介
護職の紹介、学費・入学選考などの説明、
体験授業、個別相談、学校見学など
人介護福祉士をめざしている方
場申7月16日㈮までに、電話で同校（西
品川1－28－3☎5498－6364）へ
※学校見学希望の方は電話で同校へ。

ポ

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 ★

★

区民との区との協働のまちづくり
区民活動情報サイトがプレオープンします
～登録団体を募集します

区民と区との協働のまちづくり

区民活動情報サイトがプレオープンします
～登録団体募集～
問地域活動課協働推進担当（第二庁舎6階☎5742－6605FAX5742－6878）

区では、区内で活動している団体を
応援するため、団体情報の発信がで
きるウェブサイトを9月に開設する
予定で準備を進めています。
登録できる団体／
区内で活動する非営利活動団体
※基準あり。
掲載できる情報／／
団体の紹介、イベント情報、会員募
集、活動紹介、お知らせなど
※取得した団体IDで、入力すること
もできます。

○登録申込など詳しくは、地域活動
課で配布する募集のご案内、利用規
約などをご覧ください。区ホーム
ページでもご覧いただけます。

●説明会
日7月17日㈯午前10時～11時30分
場中小企業センター
（西品川1－28－3）
申7月15日㈭までに、FAXに「サイ
ト説明会」とし、団体名、参加者名、
連絡先を地域活動課協働推進担当へ
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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。

6月10日㈭、大崎中学校で赤ちゃんとのふれあい授業が行
われました。これは、赤ちゃんとふれあうことで命のす
ばらしさを体験し、親の子に対する思いや育児の楽しさ、
大変さを知ってもらおうというもの。平塚児童センター
の協力で2年前から実施されており、この日も親子30組と
8年生84人が交流しました。

区と第二消防方面本部の合同水防訓練

5月23日㈰、集中豪雨や台風シ－ズンを
前に、区と品川・大田両区の消防署、消
防団、品川建設防災協議会による合同水
防訓練が、西大井広場公園で行われました。

大井火力発電所で合同消防演習

6月3日㈭、「東京直下で強い地震が発生。
3万kℓの原油が漏えいし、火災発生」と
いう想定のもと、ＴＥＰＣＯ自衛消防隊
や東京危険物災害相互応援協議会の救
援隊、品川消防団、消防隊などが連携し、
実践さながらの演習が行われました。

品川区民健康づくり推進協議会

5月13日㈭、荏原文化センターで、品川
区民健康づくり推進協議会委嘱式と総会
を開催。協議会委員（30人）と地区健康
づくり推進委員（228人）が委嘱されま
した。

多言語ガイドツアー

5月16日㈰、「在住外国人のための多言
語ガイドツアー」が開催され、区内在住
の外国人がしながわECOフェスティバル、
太陽エネルギー見本市、中小企業セン
ターまつりのイベントを見学しました。

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。

すまいるスクール（放課後児童健全育成事業）で、学生
が子どもたちを指導することで単位が取得できる「地域
協力演習」について協議が整い、6月16日㈬、濱野区長と
門野学長が協定書に調印しました。

すまいるスクール事業で品
川区と清泉女子大学が協定

赤ちゃんとのふれあい授業

5月25日㈫～28日㈮の4日間、東京ビッグサイトで「2010
ＮＥＷ環境展」が開催されました。環境配慮型の新製品
や新技術の開発に対する「環境ビジネス支援事業」の助
成を受けた5企業（石川光学造形研究所、新星冷蔵工業、
田野井製作所、フジテクノ、ベスパック）が出展しました。

5月27日㈭、区も一事業所として地域の企業と協働を進め、
社会貢献活動を推進することを目的に、しながわＣＳＲ
推進協議会が発足しました。今後は積極的に情報発信・
交換を行い、社会貢献活動を進めていきます。

しながわＣＳＲ推進協議会発足 品川区パビリオン出展

6月1日㈫、幼保一体施設の第一日野すこやか園が開園。
この園は、第一日野幼稚園と新設の西五反田第二保育園
が一体となり、子どもたちの保育・教育を行う区内初の
幼保連携並列型の幼保一体施設です。この日、真新しい
園舎に初登園した元気いっぱいの子どもたちが大きな声

で歌を披露。施設長である丸山第一日野幼稚園長は、「プ
ラネタリウムのある教育総合施設（五反田文化センター、
図書館、第一日野小学校、教育センター）と同じ施設内
にあるので、そのメリットを生かしながら、人とかかわ
る力をつけてもらえるようにしたい」と抱負を述べました。

元気いっぱい！しながわ
写真
ニュース

第一日野すこやか園が開園第一日野すこやか園が開園


