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文化・教育の複合施設が全面オープン
五反田文化センター、五反田図書館、教育
センター、幼保一体施設「第一日野すこや
か園」、第一日野小学校の複合施設が、10
月に全面オープンします。

講習室や会議室、講習和室などに加え、コンサートや発表会などに利
用できる音響設備の整った音楽ホール、バンド練習なども可能な防音
のスタジオができました。
※申込は8月1日から受け付けています。詳しくは区ホームページな
どをご覧ください。

五反田文化センター
☎3492－2451

◀プラネタリウム（定員86人）
ドームの直径が12m、座席数は86席とこれまで
の約2倍の規模で、360度の映像が映せる全天
デジタルシステムも配備しています。
【入場料】200円、4歳～中学生50円

▲音楽ホール（定員250人）
楽器の響きを生かせるクラシック音楽に最適な
音響です。

10月1日㈮施設利用開始

施設概要 

5階 五反田文化センター（プラネタリウム）

4階 教育センター、第一日野すこやか園

3階 五反田文化センター（講習室・会議室など）
	 第一日野すこやか園

2階 五反田図書館

1階 五反田文化センター（スタジオ）

地下1階 五反田文化センター（音楽ホール）

別棟
第一日野小学校

＊電話は10月1日㈮から
●施設概要
図書約8万冊（一般：約6万冊、児童：
約2万冊）、視聴覚資料約7,500点（CD、
DVD）、新聞8紙、雑誌約120誌	
閲覧席86席（パソコンが使用できる席
は16席）、児童38席、インターネット
パソコン3席
※図書館への専用出入り口と、授乳室
ができました。
問品川図書館☎3471－4667
大崎図書館☎3495－0660

五反田図書館
☎3492－2131＊

●教育資料展示室
小学校・中学校・高校の教科
書などを展示しています。ど
なたでも閲覧できます。
●教育相談☎3490－2000
相談員は教育や心理の専門家
で、秘密は厳守されます。

教育センター
☎3490－2005

TOC内の臨時窓口
「図書館サービス
コーナー（五反田）」
は、9月23日 ㈷ 午
後5時で終了します

月～土曜日午前9時～午後5時
（日曜日、祝日は休み）
教職員研修・教育資料展示・
教育相談の各施設があります。

●五反田文化センターこけら落とし
第1回品川区民芸術祭2010
プルミエコンサートシリーズ第5弾
高野二郎テノール・リサイタル
日9月18日㈯午後2時開演
（午後1時30分開場）
場音楽ホール
入場料／1,000円（全席自由）
問きゅりあん☎5479－4140
●文化センターオープニングコンサート
リニューアルオープンを記念して、利用者の
方がコーラスや演奏などの発表会を開催し
ます。21団体が出演。
日9月26日㈰午前10時～午後4時20分
（午前9時30分開場）
場・観覧方法／当日、音楽ホールへ
●区民大学教養講座
生誕200年　シューマン～無垢なる魂
11・12月にかけて、演奏も交えた楽しい講
座を開催します。
※本紙10月1日号でお知らせします。
問文化スポーツ振興課☎5742－6837

五反田文化センター
教育センター
五反田図書館
所在地／西五反田6－5－1

子どもの教育に関する悩
みや心配事など、親子で
相談できる施設です。 児童コーナー

五反田に

10月1日㈮午前9時オープン8月2日㈪から
オープンしています
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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
　区内在住・在勤・在学の方

平成 22 年
（2010）

9/1情報館 情報館は2・3・6・7ページです

秋のポリオ（小児まひ）　予防接種

日程 会場 対象地区
9/21㈫ 品川保健センター 北品川・西品川・大崎
9/27㈪ 荏原保健センター 小山台・小山・荏原
9/28㈫ 品川保健センター 西大井・大井・広町
10/5㈫ 荏原保健センター 平塚・戸越1～�丁目

10/8㈮ 五反田文化センター
（西五反田6－5－1）

東五反田・西五反田
上大崎

10/1�㈬ 荏原文化センター
（中延1－9－15）

二葉・東中延・西中延
中延1～�丁目

10/15㈮ 品川保健センター 東品川・南品川

10/18㈪ 旗の台文化センター
（旗の台5－19－5） 旗の台・中延4～6丁目

10/22㈮ 南大井文化センター
（南大井1－12－6） 東大井・勝島・南大井

10/26㈫ 八潮区民集会所
（八潮5－10－27） 八潮

10/29㈮ 荏原保健センター 戸越4～6丁目・豊町

受付時間／午後1時�0分～2時�0分
人次の期間に生まれたお子さん
第1回目＝平成21年11月1日～22年4月�0日
第2回目＝21年5月1日～10月�1日
※対象のお子さんには事前に通知します。
※接種当日7歳6カ月未満で接種が済んでいないお子
さんは、母子健康手帳を持って直接会場へお越しく
ださい。
問保健予防課☎5742－915�
品川保健センター☎�474－2225
大井保健センター☎�772－2666
荏原保健センター☎�788－7014

環境学習講座～ペットボトルを利用してウオー
タートルネード（水の竜巻）を作ろう！

日10月�日㈰午後2時～4時　
人小学生20人（抽選）　※小学�年生以下は保護者同伴。
場申9月15日㈬（必着）までに、往復はがきかFAX
で講座名、参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番
号か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�階☎・Fax5742－65��）へ

ジュニアゴルフ強化教室～国体出場を目標に開催

初心者から上級者の方まで、認定指導員が指導します。

コ－ス 対象 日時
（全10回） 費用 定員

（抽選） 会場

SA ９
〜
15
歳

10/1�～12/22
17:15～18:45 水 各

��,600
円

各
８
人

馬込ゴルフ
ガ－デン（大
田区北馬込
1－�0－4）SB 10/14～12/2�

17:15～18:45
木

SC 小
・
中
学
生

9/16～11/25
17:�0～19:00 各

21,000
円

６
人

加藤農園ゴ
ルフリンク
ス（大田区
新蒲田�－
12－2）SD 9/17～11/19

17:�0～19:00 金 12
人

※費用は、貸しクラブ・ボ－ル代込。
申9月1�日㈪までに、往復はがきかFAXで教室名、
コ－ス（第2希望まで）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
学校名、学年、電話番号、ゴルフ経験の有無をスポ
－ツ協会へ

体験型育成事業わくわく・ドキドキコ－ス「実験」

No. 日程 テーマ 講師

① 10/17㈰ イオンの実験
電気でパンを焼こう

坂口美佳子
科学読物研究会会員

② 10/24㈰ 音の不思議
エコ－マイクを作ろう

原田佐和子
科学読物研究会会員

③ 10/�1㈰
見えないものが
見えてくる
紫外線の科学

木甲斐由紀
科学読物研究会会員

④ 11/	7㈰ 野菜を楽しむ
サイエンスレシピ

中川僚子
科学読物研究会会員

※時間は午前10時～正午。
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人①小学4年～中学生	②～④小学4～6年生
各20人（抽選）
¥ 500～1,000円（教材費・保険料）
申9月15日㈬（必着）までに、往復はがき（1テーマ1
枚）で番号、テーマ、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、学校名、学年を青少年育成課青少年育成係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6692）へ

地域子育ち・親育ち応援講座
チャイルドステーションツアー

この講座は、9月から各地で行います。
日内①9月18日㈯午前10時30分〜11時30分＝乳幼児
親子運動会　②21日㈫午前10時30分〜午後0時30分
＝「生きる力」をはぐくむ運動遊びとおやつ作り
人①0歳～就学前のお子さんと親	②2・�歳児と親
各�0組（先着）　¥ ②1組200円
場 申①は直接、平塚児童センター（平塚2－2－�☎
�786－2228）へ②は9月15日㈬までに、電話か直
接旗の台児童センター（旗の台5－19－5☎�785－
1280）へ

第2期親子体操教室

日9月�0日～11月25日の木曜日（全8回）
コ－ス・人・時間／各50組（抽選）
①パンダ（平成17年4月2日〜19年6月1日生まれのお
子さんと親）＝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日生まれのお子さ
んと親）＝午前10時�0分～11時�0分
内マット、ボ－ル、リトミック、トランポリンほか
¥ 1組各�,680円（保険料込）
場申9月10日㈮までに、往復はがきで教室名、コ－ス、
住所、親子の氏名（ふりがな）、電話番号、お子さん
の生年月日・性別を戸越体育館へ

荏原ジュニア水泳教室～みんなで参加しよう

一人ひとりを大切にした指導をします。
日11月～2�年�月の水曜日（全17回）

コ－ス 時間 対象 定員（抽選） 費用
Ａ 15:�0～16:45 小学生 若干名

各
15,500円
（保険料・
登録料込）

Ｂ 16:45～18:00 小・中学生 若干名

Ｃ 18:00～19:15 5歳～中学生 15人

Ｄ 19:15～20:�0 小・中学生 10人

場申9月15日㈬（必着）までに、往復はがきで教室名、
コ－ス、住所、氏名、年齢、学年、電話番号、泳力（ク
ロ－ルで何ｍなど）を荏原文化センター（〠142－
005�中延1－9－15☎�785－1241）へ

日9月2日㈭・9日㈭・16日㈭・2�日㈷・�0日㈭　人65歳以上の方
¥プログラムに参加した方は入浴無料
場 参「しながわ出会いの湯カード」を持って区内公衆浴場へ
※初めての方は、健康保険証など年齢と住所が確認できるものをお持ちください。
問健康課☎5742－6746

品川区シルバー成年式 毎週木曜日はしながわ出会いの湯

相談内容 曜日 時間 場所
区 民 相 談

㈪～㈮ 		9:00～17:00

区
民
相
談
室　

＊

☎�777－2000
※受付は午後4時
�0分まで

犯 罪 被 害
者 等 相 談

法 律 相 談
第1㈫ 18:00～20:�0

当日午前9時から
☎�777－1111㈹
へ予約（先着）

㈬、第2・4㈪

1�:00～16:00

税 金 相 談 第2・4㈫
不動産取引相談 第2・4㈮
司法書士相談 第2㈭
人権身の上相談 第1・�㈫ ☎5742－686�

☎�777－2000
※受付は午後�時
まで

行政書士相談 第1～4㈮
社会保険労務士相談 第1㈮
行 政 相 談 第1・�㈭

外国人生活相談 英　語／㈫
中国語／㈭ 		9:00～17:00 ☎5742－6842

消費生活相談
㈪～㈮ 		9:00～16:00

消費者センター
☎5718－7182第4㈫電話相談 16:00～19:00

㈯電話相談 12:�0～16:00

相談内容 曜日 時間 場所
カウンセリング
相談（電話） ㈭ 10:00～16:00 男女共同参画センター☎5479－4105

手話による相談
㈬ 1�:00～16:00 障害者福祉課

Fax�775－2000㈮ 9:00～12:00

交通事故相談 ㈪～㈮ 9:00～16:00 城南交通事故相談所 ＊
☎5742－2061

内 職 相 談 ㈪～㈮ 9:00～16:00
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

商業・観光課振興係
☎�787－�047

企業法務相談 第1・�
㈭ 10:00～12:00 ものづくり・経営

支援課ものづくり
支援係
☎5498－6���へ予約特 許 相 談 第4㈮ 9:00～12:00

経 営 相 談 ㈪～㈮ 9:00～16:00
ものづくり・経営
支援課経営支援係
☎5498－6��4

ビ ジ ネ ス
よ ろ ず 相 談

第1・�
㈮ 16:00～19:00 ビジネス支援図書館（大崎図書館2階）

ものづくり・経営支援課
ものづくり支援係
☎5498－6���へ予約

第2・4
㈫ 10:00～1�:00

相談内容 曜日 時間 場所
分譲マンション
管 理 相 談

第2・4
㈬ 1�:00～16:00 都市計画課☎5742－6777へ予約

家 庭 相 談
㈬・㈮ 1�:00～17:00 子育て支援課☎5742－6589

㈭ 9:00～1�:00 子育て支援センター
☎5749－10�2

ひ と り 親
家 庭 相 談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 子育て支援課

☎5742－6589

児 童 相 談

㈪～㈮ 9:00～16:00 子育て支援課
☎5742－6959

㈪～㈯ 9:00～18:00 子育て支援センター
☎5749－10�2

㈪～㈮ 9:00～17:45 東京都品川児童相談所
☎�474－5442

子 育 て 相 談 ㈪～㈯ 9:00～18:00 子育て相談センター
☎�778－126�

教 育 相 談 ㈪～㈯ 10:00～17:00 教育相談センター☎�490－2000

ひとりで悩まず、ご相談ください相 談 案 内 ＊第三庁舎耐震改修工事中は、第二庁舎�階に仮移転
※祝日を除きます

日9月25日㈯午後1時～�時40分
人昭和14年9月17日～15年9月16日生まれの方
場 参送付される案内状を持ってきゅりあん（大井町駅前）へ
※9月15日㈬までに案内状が届かない方は、ご連絡ください。
問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－67��
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ふたごっこ集合！家族で遊ぼう

日9月25日㈯午前10時～正午
場滝王子児童センター（大井5－19－14）
人0～�歳児の双子と両親10組（先着）
申 電話で大井保健センター☎�772－
2666へ

食に関する相談

日時 会場
9/6㈪
1�:00～16:00

消費者センター
（大井1－14－1）

9/8㈬
1�:00～16:00

武蔵小山商店街パルム会館
（小山�－2�－5）

参当日、会場へ
主催／品川栄養士会
問健康課健康づくり係☎5742－6746

難病の方のためのリハビリ教室

日9月16日㈭午後1時�0分～�時�0分
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
の難病の方と家族�0人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎�788－
7016へ

精神保健家族勉強会

日9月8日㈬午後1時�0分～�時�0分
人精神障害者の家族、関係者�0人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎�788－
7016へ

不登校・ひきこもり講演会

日9月�0日㈭午後2時～4時
人不登校やひきこもりのお子さんを持つ
家族、関心のある方�0人（先着）
場申電話で大井保健センター☎�772－
2666へ

思春期家族教室

日9月6日㈪午後2時～4時
人不登校やひきこもりなどのお子さんを
持つ家族の方10人（先着）
場申電話で品川保健センター☎�474－
2904へ

難病患者のための口
こうくう

腔リハビリ教室
日9月27日㈪午後1時�0分～�時�0分
人難病患者、家族�0人（先着）
場申電話で品川保健センター☎�474－
2904ヘ

呼吸器リハビリ教室

日10月7日㈭・1�日㈬・22日㈮・26日㈫
午後2時～4時（全4回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人18歳以上の慢性呼吸器疾患の方、家族
50人（抽選）
申9月17日㈮（必着）までに、はがきで教
室名、住所、氏名、年齢、電話番号を健
康課公害補償係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6747）へ

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	 ☎�784－8181
	 　　　　　　　　　　　　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）

9月5日㈰

　　　品川区医師会休日診療所	 北品川	�	－	7	－25	 ☎�450－7650
　　　荏原医師会休日診療所	 中　延	2	－	6	－	5	 ☎�78�－2�55
　　　品川薬剤師会薬局	 北品川	�	－11－16	 ☎�471－2�8�
　　　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）

9月5日㈰

　　　柿島医院	 大　井	�	－21－10	 ☎�775－5171
　　　はやし歯科医院	 西五反田	5	－	1	－2�	 ☎�49�－1718
　　　にいや歯科医院	 戸　越	4	－11－17	 ☎�787－0202
　　　目黒整骨院	 上大崎	2	－15－5	 ☎�444－7796
　　　接骨院オリーブ	 旗の台	�	－14－10	 ☎5498－5585

  土曜日夜間／午後5時〜午後10時（受付は午後9時30分まで）

9月4日㈯
　　　品川区医師会休日診療所	 北品川	�	−	7	−25	 ☎�450−7650
　　　品川薬剤師会薬局	 北品川	�	−11−16	 ☎�471−2�8�

内 小

薬

小

歯

骨
骨

薬

●東京都保健医療情報センター（ひまわり）	 ☎5272−0�0�
●東京消防庁テレホンサービス	 ☎�212−2�2�
●救急相談センター	 ☎＃7119

医療機関の 24 時間案内

●品川消防署	 ☎�474−0119
●大井消防署	 ☎�765−0119
●荏原消防署	 ☎�786−0119

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

※重病の方は119番をご利用ください。

内 小

薬

内 小

歯

内 小

9月はがん制圧月間です
※詳しくは区ホームぺージをご覧ください。 ９月９日は「救急の日」

問い
合わせ

●文化スポーツ振興課　Fax5742−6585・6893
〠140－8715		広町2－1－�6	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�－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
〠142－006�　荏原2－9－6　　　	☎3788−7016

9月の区議会
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
14日㈫午後1時
行財政改革特別委員会／15日㈬午後1時
環境対策特別委員会／16日㈭午後1時
※日時は、変更する場合もあります。
問区議会事務局☎5742－6809

北品川児童センターは休館します
改修工事のため休館します。
日9月6日㈪～18日㈯
問子育て支援課在宅子育て支援係
☎5742－6720

品川健康センターは休館します
日9月10日㈮
問同センター☎5782－8507

荏原文化センター温水プ−ルは
休場します
水替えと設備点検のため休場します。
日9月24日㈮～�0日㈭
問同センター☎�785－1241

省エネルギ−診断を
受けてみませんか？
コスト削減と省エネルギ－のための運用
改善提案を行います。
対象／年間エネルギ－使用量が、原油換
算でおおむね15㎘未満（年間光熱水費で
約100万円）で、区内で1年以上事業を営
んでいる中小規模事業所・事務所・工場・
店舗など
件数／4件（先着）
申環境課で配布する申込書を同課環境推
進係（第二庁舎4階☎5742－6949）へ
持参
※申込書は区ホームページからダウンロ
ードもできます。

22年度就学援助の申請を
受け付けています
公立小・中学校にお子さんが通学してい
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
2�年�月まで支給します。
※詳しくはお問い合わせください。
※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。
申2�年2月4日㈮までに、学務課か学校で
配布する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

23～26年度使用の小学校用
教科書が決まりました
国語（学校図書）、書写（学校図書）
社会（教育出版）、地図（帝国書院）
算数（学校図書）、理科（新興出版社啓林館）
生活（教育出版）、音楽（教育出版）
図画工作（日本文教出版）、家庭（東京書籍）
保健（学研教育みらい）
問指導課☎5742－68�2

介護者教室　笑顔は足元から
靴選びのポイントを説明します。リハビ
リシューズを数十種類展示します。実際
に足に合わせてみてください。福祉機器
展示もします。
日9月19日㈰午前11時～午後4時
場参当日、小山の家（小山7－14－18）へ
問小山在宅介護支援センター
☎5749－7288

公正証書遺言のつくり方
日9月29日㈬午後2時～4時
内公正証書遺言の作成方法
講師／丸山昌一（大森公証役場公証人）
人�0人（先着）
場申9月28日㈫までに、電話で品川成年後見
センター（大井1－14－1☎5718－7174）へ

外国籍の方の区立小・中学校
への入学手続き
区内にお住まいの外国籍のお子さんで、
区立小・中学校に入学を希望する方は、
手続きが必要です｡ 9月下旬に、外国人
登録があり対象となる方へ書類を送付し
ます。外国人登録のない方で、入学を希
望する方はお問い合わせください。
人小学校＝2004年4月2日～2005年4月1
日に生まれた方
中学校＝1998年4月2日～1999年4月1日
に生まれた方
※中学校に入学するためには、小学校卒
業などの条件があります｡
受付期限／10月29日㈮
健康診断／4月に小学校新1年生になるお
子さんを対象に、11月から実施
問学務課学事係
（第二庁舎7階☎5742－6828）
※日本語を理解できる方を通じてお願い
します｡

防衛・防衛医科大学校・
看護学生募集
申込期間／9月6日㈪～10月1日㈮
人防衛大、防衛医科大＝18～20歳
看護学生＝18～2�歳
※年齢は、2�年4月1日現在。
問自衛隊五反田募集案内所☎�445－
7747、防災課☎5742－6696

パソコンの相談
日10月7日㈭①午前10時～正午
②午後1時�0分～�時�0分
人区内在住で65歳未満の身体障害者手帳
か愛の手帳をお持ちの方各�人（先着）
場申9月27日㈪までに、電話かFAXに「パ
ソコン相談」とし、番号、住所、氏名、
年齢、連絡先、障害の程度、相談内容を
心身障害者福祉会館（旗の台5－2－2☎
5750－4996Fax�782－�8�0）へ
※手話通訳、要約筆記が必要な方はご連
絡ください。

区民住宅入居予定者登録募集
中堅所得者向けの住宅で、今後1年間に
空き家が発生した場合に、入居する方を
あらかじめ登録し、登録順に入居のあっ
せんをします。
対象住宅／家族用＝ファミーユ下神明、
ファミーユ西五反田西館、ファミーユ西
五反田東館
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
※詳しくは申込のしおりをご覧ください。
¥ 80,200～182,200円
申込のしおり配布場所／都市計画課、地
域センター、文化センター、サ－ビスコ
ーナー、品川宅建管理センター
申郵送で9月8日㈬までの消印があり、14
日㈫までに東急コミュニティ－に届いた
ものに限り受け付け
問都市計画課住宅運営担当
（本庁舎6階☎5742－6776）

車いす同乗車両の
購入・改造費用を助成します
車いすを利用している方に、車いすで容
易に乗れる自動車を購入・改造するため
の費用の一部を助成します。
人次のすべてにあてはまる方
①区内に引き続き1年以上住所がある
②身体障害者手帳か愛の手帳の所持者で
常時車いすを使用している
③前年の所得が所得制限基準額以内
④22年4月1日～2�年�月�1日に購入か改
造かその見込みである
⑤助成金額以上の費用を要する
助成金額・件数（抽選）／
購入費＝�00,000円（4件）
改造費＝150,000円（�件）
申9月24日㈮までに、直接、障害者福祉
課障害者福祉係（本庁舎�階☎5742－
6707）へ

お知らせ



（4）

　区では、平成17年に景観を形成するため
の基本指針となる「しながわ景観ガイドプ
ラン」を策定し、地域の歴史や文化などを
生かした個性と魅力のある景観づくりに取
り組んできました。

　この「しながわ景観ガイドプラン」をふまえて、区の特性に応じた
きめ細かな景観づくりを推進していくために、20年度に基本的な考
え方に対するパブリック・コメントを行い、区民の皆さんのご意見を
お聞きしました。その後、品川区景観審議会などでも審議を進め、こ
の度「品川区景観計画（案）」を策定しました。

「品川区景観計画（案）」の概要

品川区が持つ多様な特徴をふまえ、魅力ある景観づくりを進めるために、地区の特性
に応じて区域を区分し、区分ごとに建築物などの形態や色彩、配置などに関する基準
を定め、良好な景観の形成を誘導していきます。
●景観計画の目的と区域など
●景観特性と課題
●景観まちづくりの基本方針
●良好な景観形成のための基準
● 屋外広告物などの表示の制限

に関する事項
●景観まちづくりの展開方針
　など

「品川区景観計画（案）」にご意見をお寄せください

応募方法／9月30日㈭までに、意見、住所、氏名、
電話番号を水とみどりの課へ郵送かFAX、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。

●「品川区景観計画（案）」の全文、お寄せいただいたご
意見の概要と区の考え方は、区ホームページ、水とみどり
の課、区政資料コーナー（第二庁舎3階）、地域センター、
図書館、文化センターでご覧になれます。

●説明会を開催します。当日会場へお越しください。
日程 会場

9月 6 日㈪ 品川第一区民集会所（北品川3−11−16）
9月 7 日㈫ 大井第二区民集会所（大井2−27−20）
9月 8 日㈬ 大崎第一区民集会所（西五反田3−6−3）
9月 9 日㈭ 荏原第一区民集会所（小山3−22−3）
9月10日㈮ 八潮区民集会所（八潮5−10−27）

※時間は、午後7
時〜8時30分。
※車での来場はご
遠慮ください。

主なご意見 区の考え方
景観計画には賛成だが、策定のプロセスで住民の理解を得られるよう
にすべきだ。

説明会、パブリック・コメントなどで住民の皆さ
んの意見をお聞きしていきます。

高さや水辺など景観保持をして、子どもたちに良い街を残せる景観計
画にして欲しい。

地区の特性を考慮した景観計画とするように検討
します。

駅前、駅周辺、住宅地と区分し、再開発などが行える計画とすべきだ。 防災まちづくりなどとの連携も検討し、区域区分
の参考とします。

効率化を考えつつも、江戸情緒が残る旧東海道や路地を残して欲しい。 重点地区の考え方に反映しました。

区域の区分図

申９月13日㈪までに、往復はがきでコース（第３希望まで）、住所、
氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会（〠141−0022東五反田2
−11−2☎3449−4400）へ

※費用は貸しクラブ代・ボール代込。※最少催行人数は、A〜Gは各5人、Hは4人。

秋季ゴルフスクール 戸越台温水プール水泳教室

コース 対象（抽選） 内容 日時（全4回） 費用 申込方法

はじめて
コース

55歳以上で、パ
ソコンにはじめて
ふれる方
各11人

マウス・キーボードの操
作の仕方、日本語入力、
ホームページ閲覧、メー
ル体験など

①10月の火曜日
②11月の火曜日
③12月の火曜日

午前9時30分〜正午

各
2,000

円

9月10日㈮（必着）までに、はがきかFAXで教室
名、コース、①〜⑧の番号、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を高齢者いきがい課いきいき事業係

（〠140−8715品川区役所☎5742−6733Fax5742
−6881）へ
※複数のコース・月、今年度参加したコースには申
し込めません。

④10月の木曜日 午後1時30分〜４時

なれよう
コース

55歳以上で、ゆっ
くりでも日本語入
力ができる方
各11人

ワードを中心に、ちらし・
カレンダー作成など

⑤10月の火曜日
⑥11月の火曜日
⑦12月の火曜日

午後1時30分〜４時

⑧10月の木曜日 午前9時30分〜正午

受講者募集 場いきいきラボ関ヶ原（東大井6−11−11）

日月～金曜日午後1時～5時　人55歳以上の方　場 申当日午後4時までに、電話でいきいきラボ関ヶ原☎6902−0025へパソコン相談

パソコン教室（初心者）

コース 対象 日時（1回1時間・全8回） 費用 定員 会場
A

初心者
初級者

10/26〜12/21 火
11:10

各
19,000

円

各10人
（抽選）

馬込ゴルフ
ガーデン

（大田区北馬
込1−30−4）

B 17:30
C 19:30
D 10/27〜12/22 水 17:00
E

10/28〜12/23 木
13:30

F 17:00
G 10/30〜12/25 土 16:50

H 中級者 10/26〜12/21 火 13:00 22,000
円

8人
（抽選）

I
初心者
初級者
中級者

9/27〜11/22 月 19:00
各

19,000
円

各6人
（抽選）

加藤農園
ゴルフリンクス

（大田区新蒲
田3−12−2）

J 9/28〜11/16 火 14:30

K 10/2〜11/20 土 11:45

問い合わせ／水とみどりの課景観まちづくり担当
（〠140－8715品川区役所第二庁舎5階☎5742－6534Fax5742－6887）

ご意見をお聞きします
20年10・11月に実施した「品川区景観計画（基本的な考え方）」におけるパブリック・コメントにご意見を
いただきありがとうございました。21人の方から22件のご意見をいただきました。

11月～23年3月

場戸越台温水プール
（戸越1−15−23）
人各80人⑦50組
⑧60人（抽選）
申9月10日㈮までに、往復
はがきで教室名、番号、住
所、氏名、年齢、学年、性
別、電話番号、①～⑦は泳
力（クロールで何m）をス
ポ ー ツ 協 会（ 〠141−
0022東五反田2−11−2
☎3449−4400）へ
※参加者は健康診断書の
提出が必要（学生は不要）。
※①～⑦は、初心者から上
級者までのクラス別。
※③は水中運動か水泳を
選択。

教室名 対象 曜日 時間 回数 費用（保険料込）

①イブニング 中学生〜22歳
23〜60歳

火

18:00〜
19:30 各

19回

11,780円
18歳以下

9,880円

②アクアフレンズ 18〜60歳 19:30〜
21:00 　11,780円

③エンジョイ
アクア＆スイム 16〜70歳

水

9:30〜
11:00

各
20回

　12,380円

④女性健康 50〜65歳の
女性

11:30〜
13:00

各13,380円⑤高齢者健康 60歳以上 13:30〜
15:00⑥リフレッシュ 60〜75歳 金

⑦ファミリー 4歳〜小学2年
生と保護者

第2・４
土

11:30〜
13:00 9回 1組10,660円

⑧水中運動健康 16歳以上 木 13:30〜
15:00 19回 11,780円

※水深は、1.2m（⑦は0.8m）。

※会場は、階段で2階まで昇る必要があります。

低層住宅市街地

住宅等市街地

住工共存市街地
工業市街地

商業市街地

幹線道路沿道市街地

臨海部市街地

重点地区

臨海景観基本軸

水辺景観形成特別地区
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9月と3月は
自殺対策強化月間です

気づいてください！心とからだの限界サイン
　毎年3万人を超える方が尊い命を絶っています。交通事故で亡くなる方の6・
7倍に当たる数です。区内では、昨年83人の方が自ら命を絶っており、その
うちの8割は30～60歳代でした（警察庁統計）。
　また、自殺者の約8割が、周囲の方に相談しています。小さなサインを見逃
さないことも大切です。2週間以上続く不眠・身体症状や「消えたい、死にたい」
の訴えがあった場合は特に注意をしてください。
　区では、少しでも自殺者を減らすために、自殺予防に関する予防啓発活動、
相談体制の充実、自殺を防ぐネットワーク作りに取り組んでいます。1人で悩
まず、お気軽にご相談ください。
問品川保健センター☎3474－2904
大井保健センター☎3772－2666
荏原保健センター☎3788－7016

こころといのちのホットライン ☎0570－087478
　（午後2時～10時、午後9時30分まで受け付け）
東京都夜間こころの電話相談 ☎5155－5028
　（午後5時～10時、午後9時30分まで受け付け）
東京自殺防止センター ☎5286－9090
　（午後8時～午前6時、火曜は午後5時から）
東京いのちの電話 ☎3264－4343（24時間）
中部総合精神保健福祉センター ☎3302－7711
　（月～金曜午前9時～午後5時）
東京都消費生活総合センター ☎3235－1155
　（月～金曜午前9時～午後4時）

ご
相
談

く
だ
さ
い

STОP自殺！
がんばりすぎない介護とこころ

日時／9月11日㈯午後1時30分～4時（午後1時開場）
会場／中小企業センター（西品川1－28－3）
内容・講師／
第1部 介護者のうつ病予防：石垣達也（精神科医）
第2部 音楽療法　歌ってこころもリラックス：加藤晶子（音楽療法士）
対象／100人（先着）
申込方法／電話か直接、荏原保健センター（荏原2－9－6☎3788－2000）へ

多重
債務

いじめ

介護
疲れ

うつ病

過労
生活苦

区の取り組みなどについては、区ホームページや保健セン
ターで配布するちらしをご覧ください

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

陸上競技

10/17
 ㈰

大井ふ頭中央海浜公園
（八潮4−1） 9/17 ㈮  500円

小中高生 300円

〇小学3・4年男子・女子（80）　〇小学5・6年男子・女子（100）　〇小学生男子・女子（走
り幅跳び）〇中学男子（100、200、1,500、3,000、400リレー、走り幅跳び、走り高跳
び、砲丸投げ）　〇中学女子（100、200、800、1,500、400リレー、走り幅跳び、走り
高跳び）　〇壮年男子〔40歳以上〕（60、5,000）　〇壮年男子・女子〔50歳以上〕（3,000）
〇一般男子〔高校生含む〕（100、200、400、1,500、5,000、走り幅跳び、走り高跳び、
砲丸投げ）　〇一般女子〔高校生含む〕（100、200、1,500、走り幅跳び、走り高跳び）
※リレーを除き1人2種目まで参加可

剣道 総合体育館
（東五反田2−11−2） 10/9㈯  500円

小中高生 300円

〇小学1・2年の部　〇小学3・4年の部　〇小学5・6年の部　〇中学男子の部
〇中学女子の部　〇男子初段以下の部　〇男子2段の部　〇男子3段の部
〇女子3段以下の部　〇高段者（4段以上）の部

なぎなた 南大井文化センター
（南大井1−12−6）

9/24㈮  500円
小中高生 300円 〇個人試合　〇演技競技

申 申込締切日
までに、費用
を持ってスポ
ーツ協会（東
五反田2−11
−2☎3449
−4400）へ
※9月21日㈫
は休館。

第60回品川区民スポーツ大会 秋季

1人で悩まず、ご相談ください。
日9月6日㈪・7日㈫
午前9時～午後4時

消費生活
特別電話相談

品川・大崎・大井・荏原警察署と合同で

犯罪被害者などの
特設相談窓口を開設

場申相談日の1カ月前から、電話で男女共同参画センター（東大井5
−18−1☎5479−4104）へ

ご
相
談
く
だ
さ
い

日9月7日㈫午前10時～午後2時
場本庁舎3階ロビー
※各警察署と区民相談室では、常時相談窓
口を開設しています。
問広報広聴課区民相談室☎3777−2000

女性相談員による面接相談 多重債務110番

☎5718ー7182

○カウセンリグは電話
相談もあります
日10月7日㈭・14㈭・
21日㈭・28日㈭
午前10時～午後4時
相談電話／
☎5479−4105

～小さなサインを見逃さないで～

病苦

9月10日 世界自殺予防デー
9月10日～16日 自殺予防週間

日10月2日㈯①午前11時～正午
②午後2時～3時
場中小企業センター（西品川1−28−3）
出演／劇団「みんわ座」
人3歳以上の方各150人（抽選）
申9月15日㈬（必着）までに、往復はがき（1
枚5人まで）に「影絵人形劇」とし、番号、
参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号
を品川図書館（〠140−0001北品川2−
32−3☎3471−4667）へ
○区ホ−ムペ−ジから電子申請もできます。

影絵人形劇「三枚のおふだ」 日 内9月12日㈰午前9時30分～正午＝ソフトバレー、卓球
午前9時30分～午後3時＝サッカー、グラウンドゴルフ、
体力測定
正午～午後1時＝空手、ボクシング
午後0時30分～3時＝バドミントン
午後1時～3時＝太極拳　
※サッカー、グラウンドゴルフは、雨天中止。
¥ 100円、中学生以下50円
運営／大井・八潮地区スポ・レク推進委員会
場 参 当日、運動のできる服装で、上履きを持って立会小
学校（東大井4−15−9）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係☎5742−6838

秋の図書館フェア 大井・八潮スポーツフェスティバル

講演会

1人で悩まず、ご相談ください（男性も可）。
●法律相談
日10月6日㈬・12日㈫＝午後1時～4時
18日㈪＝午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
10月22日㈮午後1時～4時

文化芸術・スポーツや地域活動など、区民が
幅広く「親しみ・ふれあい・学ぶ」ことがで
きる多機能な「区民活動交流施設」を、23年
2月にオープンします。
申9月14日㈫（消印有効）までに、区ホームペー
ジの応募フォームかはがき（1件1枚）で愛称
案（ふりがな）、愛称の理由、住所、氏名、電
話番号を文化スポーツ振興課文化振興係（〠
140ー8715品川区役所☎5742ー6835）へ
※応募者本人の未発表のものに限ります。
※著作権は品川区に帰属します。

※どなたでも自由に観覧できます。

八潮南小学校跡「区民活動交
流施設」の愛称を募集します

（単位：m）
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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://）

「保育ママ」の利用者募集
利用開始日／10月1日㈮
基本利用時間／
午前8時～午後6時のうち8時間
所在地／西品川2丁目
人0～2歳児2人（選考）
申込要件／週4日以上で、1日6時間以上
就労をしている方
基本保育料／月20,000円
申9月10日㈮までに、直接保育課入園相
談係（第二庁舎7階☎5742ー6725）へ

東京・江戸前トライアスロン2010
大会ボランティアスタッフ募集
日①10月9日㈯正午～午後6時�0分
②10日㈰午前6時～8時�0分
③10日㈰午前6時～午後1時
場城南島海浜公園（大田区城南島4－2）
内①②選手受付　③給水
人中学生以上の方65人（抽選）
謝礼／�,000円（交通費込）
申9月10日㈮までに、はがきかFAXに
「江戸前」とし、番号、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号をスポ
ーツ協会へ

総合体育館トレーニング室
秋分の日　特別プログラム

時間 種目
	9	:�0～10:15 やさしいシニア体操
10:25～11:25 誰でもかんたんサウンドヨガ
12:50～1�:50 コンディショニングストレッチ
14:00～15:00 ボディコンバット

日9月2�日㈷
人16歳以上の方各20人（先着）
¥ 1種目400円
場参当日、運動できる服、室内履き、タ
オル、飲み物を持って総合体育館へ

働きざかりのヨーガ教室
日9月25日～11月1�日の土曜日
午前10時～11時�0分（全8回）
人18歳以上の勤労者�5人（抽選）
¥ �,440円（保険料込）
場 申9月10日㈮までに、往復はがきで教
室名、住所、氏名、年齢、電話番号を戸
越体育館へ

社交ダンス初心者教室
日10月5日～2�年1月25日の火曜日
午後6時�0分～8時�0分（全16回）
場東品川文化センター（東品川�－�2－10）
人20歳以上で初心者の男女各�0人（抽選）
¥ 6,720円（保険料込）
申9月12日㈰までに、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

硬式テニス選手権大会
日男子の部＝10月�日㈰
女子の部＝17日㈰
準決勝・決勝＝�1日㈰
※時間は、午前9時から。
試合方法／ダブルストーナメント戦
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）
人各64組（先着）
¥ 1組�,500円、連盟登録者�,000円
主催／品川区テニス連盟
申9月26日㈰までに、費用を持ってスポ
ーツ協会へ

ダイビングスクール＆
ファンダイビング IN 沖縄
●Aコース〈ダイビングスクール〉
内日学科・プール講習＝
9月25日～10月17日の2日間（千葉）
海洋実習＝Bコースと共通。
※NAUIのCカード（世界中で認定）取得可能。
人15歳以上の健康な方
¥ 1�2,000円（器材レンタル料・親睦会
費込、Cカード取得料別）
●Bコース〈ファンダイビング〉
人ダイビングカード取得者
¥ 105,000円
（親睦会費込、器材レンタル料別）
───────共　　通───────
Aコース海洋実習・Bコース／
10月22日㈮午前6時～24日㈰午後8時
（羽田空港集合・解散、2泊�日）＝沖縄
※食事4食付き。※最少催行人数各4人。
申9月15日㈬までに、往復はがきかFAX
に「沖縄」とし、コース、住所、氏名、
年齢、電話・FAX番号をスポーツ協会へ
※50歳以上の方は健康診断書を提出。

丹沢湖マラソン区民ランナー派遣
日11月28日㈰午前5時45分集合
（総合体育館集合・解散、往復バス）
種目／①5㎞	②10㎞
人高校生以上で、①は45分以内、②は
70分以内で走れる方20人（抽選）
¥各�,000円（交通費込）
申9月14日㈫までに、往復はがきに「区
民ランナー」とし、種目、走行時間、住所、
氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ

事業主向け雇用支援セミナー
社会保険労務士が、雇用維持の方法や雇
用助成金などについて説明します。
日9月16日㈭午後6時�0分～8時�0分
場中小企業センター（西品川1－28－�）
人事業主、人事労務担当者、関心のある
方50人（先着）
申電話でサポしながわ☎578�－55�9へ

障害者のための
テーマ別パソコン教室
インターネットを楽しもう
日10月21日㈭①午前10時～正午
②午後1時�0分～�時�0分
人区内在住で65歳未満の身体障害者手帳
か愛の手帳をお持ちの方各�人（先着）
場申10月12日㈫までに、電話かFAXで教
室名、番号、住所、氏名、年齢、連絡先、
障害の程度、パソコン経験を心身障害者
福祉会館（旗の台5－2－2☎5750－4996
Fax�782－�8�0）へ

手話講習会～秋コース（入門課程）
日10月15日㈮～2�年�月11日㈮	（全20回）
午後クラス＝午後1時�0分～�時�0分
夜クラス＝午後6時45分～8時45分　
人手話の経験がなく、聴覚障害者とのコミ
ュニケーションを学びたい方各25人（抽選）
¥各2,000円程度（テキスト代）
募集要項・申込用紙配布場所／心身障害
者福祉会館、障害者福祉課（本庁舎�階）、
地域センター、文化センターなど
場 申9月21日㈫（必着）までに、申込用
紙と返信用はがきを心身障害者福祉会館
（〠142－0064旗の台5－2－2☎5750－
4996）へ郵送か持参

第4回再就職をめざす
パソコン基礎講座
日10月1�日㈬・14日㈭
午前9時15分～午後4時（全2回）
内ワード・エクセルの基礎
場中小企業センター（西品川1－28－�）
人区内在住で就労をめざし、パソコンで
簡単な文書が作成できる方20人（抽選）
託児／2歳～就学前のお子さん
¥ 2,000円
申9月24日㈮までに、往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号、応募の動機、
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

パパママ応援プログラム（思春
期コース）子どもと歩む思春期
日10月7日～28日の木曜日
午前10時～正午（全4回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
講師／宍戸洲美（帝京短期大学教授）ほか
人小学4年以上のお子さんの保護者、関
心のある方40人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん15人（先着）
※おやつ代400円。
申9月17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、託児希望の方はお子さんの氏名（ふ
りがな）・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）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

観光まちづくりガイド養成講座
ボランティアガイドの基礎
日10月5日～2�年1月25日の火曜日
午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－�）ほか
内A＝大田区（全8回）、B＝品川区（全8回）
C＝品川・大田区（全14回）
人各15人（抽選）
申9月21日㈫までに、往復はがきかFAXで
講座名、A～Cの記号、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加動機を大田観光協会（〠
144－00�5南蒲田1－20－20Fax�7�4－
020�）へ
問大田観光協会☎�7�4－0202
商業・観光課☎5498－6��5

清泉女子大学公開講座～巡礼
日10月9日㈯・16日㈯・2�日㈯
午後1時20分～4時10分（全�回）
場清泉女子大学（東五反田�－16－21）
人16歳以上の方250人（抽選）
申9月17日㈮（必着）までに、往復はが
きで講座名、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

区民大学入門講座
「おとなのたまり場」を創ろう
思い出の歌・街歩き探検隊
日9月25日～2�年2月26日の土曜日
午後2時～4時（全6回）
場八潮区民集会所（八潮5－10－27）
人16歳以上の方�0人（抽選）
¥ 1,000円程度（保険料込）
申9月16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、
思い出の歌を1曲、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

●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）

9/1情報館 キッズクラブ・シニアクラブは2ページ、健康ひろばは3ページです

スポーツ

講座・講演

（セ）＝センター　（体）＝体育館　（集）＝区民集会所　（入）＝入会金

イベント
●萩生田千津子さんの講演と語り　9月25日
㈯午後1時�0分。延山小。100人先着。9月
14日㈫から電話かFAXで宮下☎・Fax5750－
0149へ
●日本語教師養成入門講座　9月27日～12
月6日の㈪午前10時�0分。全20回。IWC（西
大井2）。12人先着。42,000円。電話でIWC
国際市民の会☎�77�－48�6へ
●女性腰痛水泳　第1～�㈪午前11時15分。
荏原文化（セ）。2カ月1,000円。電話で東☎
090－2906－8�14へ
●ふれあい寄席　林家木久扇ほか。10月18
日㈪午後5時�0分。きゅりあん。1,000人先
着。前日までに、電話で品川法人会☎�474－
7449へ
●知っておきたいC型肝炎のお話　9月25日
㈯午後�時。ゆうぽうと。150人先着。電話で
カスタマーサポートセンター 0120－024－
964へ

●四士業（司法書士・税理士・社会保険労
務士・行政書士）合同無料相談会　相続、
税金、年金ほか。9月26日㈰午前11時～午後
4時。当日、聖蹟公園旧東海道側出入り口前へ。
行政書士会品川支部・武田☎�440－2925

サークルなど
●冨士見台クラブ（トリム）　㈪午後7時。
冨士見台中。�カ月2,000円。（入）500円。☎
�775－0717菅野
●大原トリム　㈪午後7時。大原小。�カ月
2,000円。☎�78�－2957塚田
●コスモス（太極拳）　初心者歓迎。㈪午前10
時。東品川文化（セ）。月2,500円。（入）1,000円。
☎�474－0440沼野
●ウクレレ・ふれんず　初心者歓迎。第2～4
㈯午後7時。荏原第五（集）。月�,000円。☎�474
－8046塩野（夜）
●手品の会　初心者歓迎。第1・�㈫午後6時
�0分。きゅりあんほか。月�,000円。☎090－
6186－445�高橋

●Try it Mommy（子育て英語）　0～�歳児
の親子。①第1・�㈮	 ②第1・�㈯午前10時�0
分。品川第二（集）。1回�,000円。（入）各2,000円。
☎080－�219－9815安田
●白ばらの会（水彩画）　第2・4㈫午後1時
�0分。荏原第四（集）。月2,500円。（入）1,000円。
☎�782－1588澤田
●山湯会（源泉温泉と軽ハイキング）　40歳
以上。㈯㈰1泊、日帰り。年6回程度。年6,000円。
（入）1,000円。☎090－1707－9288細田（午後）
●ひまわりサークル（ちぎり絵）　60歳以上。
第2・4㈫午後1時�0分。北品川シルバー（セ）。月
�,000円。☎�781－�59�関口
●銀の工房（シルバー工芸）　第�㈯午後1
時�0分。月1,500円。年10,000円。☎090ー
2212－�049いのまた
●綴連会（古流組討術、居合など）　㈫㈬㈮
午後7時。荏原第五中ほか。月5,500円、小学
生以下5,000円。（入）6,000円。☎090－9�9�
－2127醍醐

●水伯之会（武田流組討術）　㈯㈰㈪午後7
時。戸越台中ほか。月5,500円、小学生以下5,000
円。（入）6,000円。☎080－5001－8081渋谷
●籐みな会（籐工芸）　女性。第2・4㈯午後2
時。荏原文化（セ）。月2,100円。年�,000円。（入）
1,000円。☎090－2212－�049いのまた
●ゆたか吟詠会（詩吟）　60歳以上。初心者
歓迎。第1・�㈬午後1時。ゆたかシルバー（セ）。
月1,000円。（入）1,000円。☎�776－�165山崎
●生け花・フラワーアレンジメント　第1・�
㈮午前10時。荏原文化（セ）。1回2,000円。☎
�787－2889佐藤
●品川なぎなたクラブ　㈭午前10時。南大井
文化（セ）。月2,000円。（入）2,000円。☎�782－
7085平澤
●五反田吟詠会（詩吟）　第1～�㈯午後6時。
西五反田シルバー（セ）。月2,625円。☎�49�－
8241平林
●聖潮書芸会（書道・俳画）　第�㈫午後6時。
五反田文化（セ）。月2,000円。☎5498－0906川
村

区民の皆さんが地域で行う自主的な活動を紹介します。
（注）費用の記載のないものは無料です。

お知らせ
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●文化スポーツ振興課　Fax5742−6585・6893
〠140－8715		広町2－1－�6	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�－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
〠142－006�　荏原2－9－6　　　	☎3788−7016

視覚障害者
ガイドヘルパー養成講座
日10月16日㈯・17日㈰・2�日㈯・24日㈰
午前9時～午後5時�0分（全4回）
場東京ヘレン・ケラー協会（新宿区大久
保�－14－20）ほか
人区内在住の2級ヘルパー資格保持者で、
講座修了後、社会福祉協議会のガイドヘル
パーに登録できる60歳未満の方5人（抽選）
¥ 15,000円（教材費）
申9月10日㈮までに、電話かFAXで講座
名、住所、氏名、電話番号を障害者福祉課
障害者福祉係（☎5742－6707Fax�775－
2000）へ

シェイクスピアと歌舞伎
日10月8日㈮・15日㈮午前10時～正午
（全2回）　※1日のみの受講可。
講師／門野泉（清泉女子大学学長）
場きゅりあん（大井町駅前）
人�0人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（抽選）
申9月17日㈮までに、往復はがきで講座
名、希望日、住所、氏名、年齢、電話番号、
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

障害者カルチャー教室
生け花教室
日10月6日㈬～11月24日㈬
午後1時�0分～�時�0分（全4回）
人区内在住で65歳未満の身体障害者手帳か
愛の手帳をお持ちの方10人（初めての方優先）
¥ 1,000円（花代）
場申9月22日㈬までに、電話かFAXで教
室名、住所、氏名、年齢、障害の程度を
心身障害者福祉会館（旗の台5－2－2☎
5750－4996Fax�782－�8�0）へ

パパママ応援プログラム（3歳コース）
のびのび育て！元気な3歳
日10月12日㈫・16日㈯・19日㈫・2�日㈯
午前10時～正午（全4回）
※16日は午後1時�0分～�時�0分。
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内講演、リトミック、食育ほか
講師／鈴木博（小児科医）ほか
人区内在住か在勤で、2・�歳児の保護者、
育児に興味のある方�0人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん20人（抽選）
※おやつ代200円。
※1歳未満のお子さんは保護者と一緒に入
室できます。
¥ 100円（試食代）
申9月16日㈭までに、往復はがきで講座
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、託児希望の方はお子さんの氏
名（ふりがな）・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）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

国際友好協会の教室
①英会話教室
日11月10日～2�年�月�0日の水曜日（全19回）
午前の部＝午前10時～正午
午後の部＝午後1時�0分～�時�0分
夜間の部＝午後6時�0分～8時�0分
クラス／ステップ1＝初歩的な英語を理解
できる方、ステップ2＝初歩的な会話ので
きる方、ステップ3＝日常会話のできる方
場同協会（第三庁舎4階）
人区内在住の方各18人（抽選）
¥各18,000円（テキスト代込）
②第37回お国自慢料理教室
外国人と日本人の交流の場です。
日11月27日㈯午前10時～午後1時�0分
場きゅりあん（大井町駅前）
内日本料理

人区内在住か在勤の外国人18人・日本人
18人（抽選）　¥ 1,000円
───────共　　通───────
申①は9月�0日㈭、②は10月28日㈭（必
着）までに、ホームページの申込フォーム
か往復はがきで教室名（①は部とクラス
も）、番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号、在勤者は勤務先の名称・
所在地・電話番号、外国人の方は国籍を
同協会（〠141－00��西品川1－28－�
☎5742－6517 HPwww.sifa.or.jp）へ
※申し込みは1人1通。
※同協会は、10月末に第三庁舎へ移転し
ます。

立正大学公開講座
①心理学部「地域・暮らし・家庭の人間
関係を考える」
日10月2日㈯・16日㈯・2�日㈯
午後4時～5時�0分（全�回）
内だましの手口を見抜く、人に対する思
い込み、夫婦や恋人の間に潜む暴力など
②文学部「つながりあう～様々な家族の
すがたから」
日10月6日～20日の水曜日午後6時�0分
～8時�0分、2�日㈯・�0日㈯午後0時�0
分～2時�0分（全5回）
内人は人の中で人になるなど
───────共　　通───────
場同大学（大崎4－2－16）
人16歳以上の方①200人②�00人（抽選）
申9月17日㈮（必着）までに、往復はが
き（1コース1枚）で講座名、番号、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

ビーズ講習会
日9月28日㈫午前10時～正午
人15人（抽選）　¥ 1,400円（材料費込）
場 申9月18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☎�77�－2000

公園で愛犬と一緒に
楽しむためのマナー講習会
今回初めて小山台公園で行います。

日時 会場

① 9月18日㈯
午前9時15分～11時�0分

東品川海上公園
（東品川�－9）

② 9月18日㈯
午後1時45分～4時

小山台公園
（小山台2－2）

③ 9月19日㈰
午前9時15分～11時�0分

しながわ中央公
園（区役所前）

④ 9月19日㈰
午後1時45分～4時

戸越公園
（豊町2－1）

内警察犬訓練士によるデモンストレーシ
ョン、実技指導など
対象／飼い主と飼い犬各20組（先着）
申電話で、午前9時～午後5時にマナー講
習会受付☎�450－8�80へ
※③はしながわ中央公園☎5740－50�7へ。

第105回品川区合唱祭出演団体募集
日11月14日㈰正午開演
（午前11時�0分開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
人区内で活動するアマチュアのコ－ラス
グル－プ
¥ 1団体6,000円
申9月17日㈮（必着）までに、往復はが
きに「合唱祭」とし、グル－プ名、参加
人数（男・女別）、予定曲名、代表者の住
所・氏名・電話番号・FAX番号を文化ス
ポ－ツ振興課文化振興係へ

文化・イベント情報★★

O美術館　9月の催し
●4日㈯～15日㈬／2010しながわ美術家
協会展　●17日㈮～22日㈬／東彩会展
（油彩、水彩）　●24日㈮～29日㈬／第25
回品川みづゑ会作品展（透明水彩）
場問同美術館（大崎駅前大崎ニューシテ
ィ2号館2階☎�495－4040。木曜休館。
午前10時～午後6時�0分）

区民ギャラリー　9月の催し
●1日㈬～6日㈪／第28回火曜会展（油彩）
●8日㈬～1�日㈪／田中勝重水彩画教室
展（パステル画ほか）　●15日㈬～20日㈷
／がんばれ把瑠都（似顔絵）　●22日㈬～
27日㈪／ニ欣会展　（水彩、油彩、日本
画）　●29日㈬～10月4日㈪／第21回ラ・
パステ展（パステル画、水彩）
場問同ギャラリー（大井町駅前イトーヨー
カドー8階☎�774－5151。午前10時～午
後8時）

 女神が奏でるオーケストラファンタジー
区民5組10人無料ご招待

日9月24日㈮午後7時開演
場きゅりあん（大井町駅前）
出演／アルティスタコルダオーケストラ
申9月10日㈮（消印有効）までに、はがきで
住所、氏名、電話番号をオーケストラしなが
わ係（〠107－8425☎5770－5670）へ
※当選者のみ連絡。　※ペア・グループ
券、区民割引有り。　※詳しくは、HPwww.
artista-corda.comをご覧ください。

きゅりあんのイベント
①エンリケ・クッティーニ楽団
TANGO  EMOTION
日11月20日㈯午後2時開演
内アルゼンチンタンゴ
¥ 4,500円（全席指定）
②亀渕友香＆VOJA
ゴスペル・クリスマス・コンサート
日12月11日㈯午後�時開演
¥ 4,000円（全席指定）
───────共　　通───────
発売開始／①9月11日㈯ ②25日㈯の午前
9時から＝きゅりあん・メイプルセンター
午前10時から＝O美術館
※電話予約は午前10時からきゅりあんへ。
※電話受付では座席の指定はできません。
※発売初日は、1人4枚までです。
※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）

 昭和大学学術シンポジウム
ライフサイエンスと人類の健康

日9月2�日㈷午前9時～10時50分
内食と健康
人�00人（先着）
場申はがきかFAXで、同大学（〠142－
0064旗の台1－5－8☎�784－8011Fax
�784－8012）へ
※詳しくは、HP www.showa-u.ac.jpをご覧
ください。

 第16回五反田にぎわい寄席
第2回五反田にぎわいお笑いライブ

内日寄席＝9月11日㈯午後2時～4時
お笑いライブ＝9月25日㈯午後1時�0分
～�時�0分
───────共　　通───────
人各80人（先着）
場参五反田商店街で配布する入場券を持っ
て五反田文化会館（西五反田1ー�2ー2）へ
問五反田商店街振興組合☎�492ー2201

 第23回
しながわ夢さん橋2010

日10月9日㈯～11日㈷午前10時～午後4時
場大崎駅西口周辺
内手作りフェスタ、フットサル大会など
①フリーマーケット出店募集
日・出店数／10月9日㈯＝80店（抽選）
10日㈰＝50店（抽選）
出店料／各500円
②ノンストップ山手線「夢さん橋号」
日10月11日㈷午後2時46分大崎駅発
人500人（抽選）
───────共　　通───────
申9月24日㈮（必着）までに、往復はがき
に①は「フリマ」とし、参加者全員の住
所・氏名・電話番号・出品物を、②は「夢
さん橋号」とし、代表者の住所・氏名・電
話番号、参加者全員（大人2人と子ども�
人まで）の氏名・学年を、同事務局（〠
141－00�2大崎2－11－10大崎エリアマ
ネージメント事務局☎5719－0800）へ

第15回目黒のさんま祭り
日9月5日㈰午前10時～午後2時
場目黒駅前商店街、誕生八幡神社周辺
問目黒駅前商店街振興組合
☎090－�216－4149

第11回中延ねぶた祭り
大小様々なねぶたが巡行します。
日9月18日㈯午後5時～8時
場中延商店街、昭和通り商店会
問中延商店街振興組合☎�786－0201

第20回しながわ宿場まつり
日内①9月25日㈯午後2時〜8時＝薩摩の
物産展、和太鼓、マジックショー、大道芸
など
②26日㈰午前11時〜午後8時＝パレード（正
午から）、品川寺火渡り荒行、品川寄席、薩
摩の物産展、鉄砲隊演舞、ホテル村（ホテ
ル自慢の味な屋台）など
場①聖蹟公園（北品川2－7）、旧東海道北
品川　②旧東海道八ツ山～青物横丁
問同実行委員会☎�472－4772
●しながわ宿場まつり乗合屋形舟遊覧
日9月26日㈰	①午後0時�0分	②1時	③2
時	④2時�0分　※所用時間は1時間。
人各50人（先着）
¥小学生以上の方各1,050円
参当日、午前10時�0分から、費用を持っ
て品海公園（北品川1－�0）へ
問しながわ観光協会☎5751－7600
※天候により出船できないことがあります。

催　し ★

★
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広　報  
・世帯……………… 191,519
・外国人登録者数……11,680

　人口と世帯（平成21年3月現在）

・住民登録者数……350,717
・男…………………172,368
・女…………………178,349

　人口と世帯（平成22年8月現在）

9/1
1763号

古紙配合率70％再生紙を使用しています

しながわ
インフォ

Shinagawa Info.

76.1 Mhz
午前6時56分から
3分間

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

放
送
言
語

㈪   中国語・日本語
㈫   韓国語・日本語
㈬   タガログ語・日本語
㈭・㈮   英語・日本語

ラジオ
で 広 報

インターエフエム放送

今月の内容

●��外国籍の方の区立小・中学校への
入学手続き

●�お国自慢料理教室
●��家庭用消火器の購入・薬剤詰め替
えあっせん� ほか

HP psa.interfm.jp/shinagawa/
問広報広聴課☎5742−6612

品川区民チャンネル

しながわホットほっと
三之助　とっておきの品川
育て未来の防災リーダー

毎日7時・10時・13時・19時・22時から5回放送（土曜切り替え）

9月
00分〜 10分〜 20分〜 30分〜

土 品川区
週間ニュース
取材には区民の皆さんが
活躍しています

三之助　とっておきの品川
育て未来の防災リーダー

区
か
ら
の
お
知
ら
せ

日 地域の力でもっと安心・安全なまちへ
月 のびのびダイアリー　4・5・6 歳児

火 探検！大井町の電車基地
JR東日本　東京総合車両センター

水 しながわのチ・カ・ラ
粋な音色が彩るまち

三之助　とっておきの品川
生涯現役！すばらしき野球人生

木
わがまち
発見
大井第一地域

品川ものづくり
音散歩
現代のものづ
くりを支える

品川の昔ばなし
鮫に追われた若者と観音様

金 復活！しながわ探検隊 こだわりと技の名品を訪ねて
染め物　伝統の色を染める

アナログ 5チャンネル デジタル 111チャンネル
テレビ
で 広 報

ケーブルテレビ品川

区内在住の落語家・柳家三
之助が、日野学園で防災訓
練に取り組む子どもたちや
地域の方、消防団を紹介し
ます。笑顔いっぱいの、とっ
ておきの品川をご覧くださ
い。

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

区ホームページで動画配信をしています

統
工
芸
の
実
演

伝

区からのお知らせ 品川歴史散歩案内
コード番号6240
品川人物伝　第2回

尾崎行雄
9月30日㈭まで

問庶務課文化財係
☎5742−6839

☎3777−7500
品川テレホンガイド（知っテル区ん）電 話

で広報

表具

佐野文夫

日9月10日㈮・11日㈯
午前10時〜午後4時
場産業PRコーナー（西品川1−28
−3中小企業センター1階）
問商業・観光課振興係☎5498−6335 

昭和42年入門

コード番号6350
イベントなどの最
新情報をお知らせ
します
問広報広聴課
☎5742−6643

● 秋の芸術、文化、イベント
● 一番店発見プロジェクト

次号予告　9月11日号

　私たちの住んでいる首都地域でいったん大地震が発生した場合、阪神・
淡路大震災のように、甚大な被害となることが予想されます。
　いざという時に備えて、日ごろから準備しておくことが、防災行動力
の向上や災害に強いまちづくりに役立ちます。
問防災課☎5742－6695

　今年も各地区で秋の防災訓練
が始まります。多くの区民の方
に参加いただき、実際に初期消
火や応急救護の体験をとおし
て、いざというときの「自助」「共
助」にお役立てください。
　実際に体を動かしてみると、思ったほどには適切に行動がとれな
いものです。いざという時あわてずに対処するためには、やはり普
段の訓練が欠かせません。
　家族、近所の方を誘い合って、会場へ足を運んでみてください。

＊英語、中国語、ハングルの通訳を行います。希望者は事前に電話で地域
活動課国際担当☎5742－6691へ申し込んでください。
※訓練時間はおおむね午前9時〜正午です。詳しくは地域の掲示板をご覧ください。
※動きやすい服装で参加してください。
※参加者には記念品を配布します。

日程 地区 会場
  9月 5 日㈰ 大崎第1地区＊ 旧第一日野小学校（西五反田6－6－19）

  9月26日㈰

大井第2・3地区 西大井広場公園（西大井駅前）

八潮地区
明晴学園（八潮5－2－1）
多目的広場（八潮5－11）
旧八潮南小学校（八潮5－11－2）

10月17日㈰
品川第1地区＊ 台場小学校（東品川1－8－30）
荏原第1地区 林試の森公園（小山台2－6）

10月24日㈰
荏原第2地区 第二延山小学校（旗の台1－6－1）
荏原第3地区 旧荏原平塚中学校（平塚3－9－1）

10月31日㈰ 品川第2地区 城南小学校（南品川2－8－21）

11月 7 日㈰
大崎第2地区 大崎中学校（西品川3－10－6）
荏原第4地区 源氏前小学校（中延6－2－18）

11月14日㈰ 大井第1地区 大井競馬場（勝島2－1－2）
11月21日㈰ 荏原第5地区 荏原第四中学校（豊町3－5－31）

●地区防災訓練一覧

3分間
地震発生直後の「3分間」は、まず、自分の身の安全を確保しましょう。屋
内ではテーブルや机の下にかくれたり、屋外では落下物に注意するなど、
落ち着いて行動してください。

3時間
その後の「3時間」は、わが家の安全確認と隣近所の救出・救護のために、
地域で協力して防災活動を行ってください。倒壊家屋や家具転倒などの下
敷きになった人の救出は、早い段階での共助（皆で助け合う）が頼りです。

3日間
また、「3日間」分の食糧・水などを用意しておきましょう。救援物資はす
ぐには到着しないため、日ごろから備えておくと、いざという時に役立ち
ます。

地震発生後の「3分間」「3時間」「3日間」の行動で
被害を最小限に食い止める

お近くの会場の地区防災訓練に
ご参加ください

9月1日は防災の日

日ごろの備えが
大切です

防災の基本は、自分の身は自分で守る「自助」と、皆で助け合う「共
助」です。これを行うことで、地震の被害を最小限にとどめること
ができます。身の回りや地域の中で、できることから地震に対する
備えを進めましょう。

申込締切日・配達／
毎月25日締め切り。配達は翌月中旬
申電話かはがき、FAXに「消火器購入」か「消火
器詰め替え」とし、住所、氏名、電話番号（昼間
連絡のとれる）、本数を防災課（〠140−8715品川区役所☎
5742−6695 Fax3777−1181）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

● 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・電話申込受付票か通知書を持参し、正しい使い方を説
明します。訪問販売や電話での勧誘は一切していませんので、
消火器のあっせんに便乗した悪質な業者には、ご注意くださ
い。不審な訪問や電話がありましたら、ご連絡ください。※耐用年数（製造後おおむね8年）を経過したものは詰め替えできません。

※耐用年数が過ぎたものは専門業者による処分が必要です（有料）。

種類 薬剤重量 あっせん価格
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

　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。
　消火器の薬剤は、おおむね5年に1度交換が必要です。また、耐用年
数（製造後おおむね8年）が過ぎた消火器は、本体の交換が必要にな
ります。すでに消火器をお持ちで、詰め替えや交換が必要な方もお申
し込みください。

家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん メイプル
センター
カルチャー講座
10月期生募集中！

指定業者がご自宅へ
お届けします！

　詳しくはホームページ
http://www.shinagawa-
culture.or.jp/で紹介して
います。
　お気軽にお問い合わ
せください。
問メイプルセンター
☎3774−5050


