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日10月2日㈯・3日㈰午前10時～午後4時　※3日は午後3時まで。
内アーティスト紹介、作品紹介・実演、体験工房、カフェ
弁士による無声映画上映（2日）、ミニコンサート（3日）など
場問メイプルセンター�（西大井駅前☎3774－5050）

小中一貫校荏原平塚学園の
新校舎が完成しました

　1 ～4年生の教室は、校庭やベランダから直接
入るようになっています。教室は、様々な活動
ができるように広くしてあります。
　また、学びの中心に位置付けた「メディアセ
ンター」は、図書やパソコンのスペースとして9
教室分程度の広さがあり、入り口近くにある和
室と一体的に活用ができます。読書、調べ学習、
研究などの多様な活動の場となります。
　さらに少人数学習に対応した学習室エリアが
あります。各階に多目的の大小の教室を多く配
置し、習熟度別学習をはじめとした様々な学習
形態に対応できるようにしています。

明るく開放的な教室、
多様な学習のための多目的室

　100mの直線コースのある広い校庭、地
下2階にはバスケットコート3面の体育館、
地下1階には98畳を確保した公式の柔道場
があります。6階には開閉式屋根があり小
プールも付属した25mプールがあります。
　この体育館や校庭は、10月から地域に
も開放する予定です。

広い校庭と体育館、
柔道場、プール

　7月に品川区で4校目となる小中一貫校荏原平塚学園の新校舎が完成しました。荏原平塚学
園は、平塚小学校と荏原平塚中学校を母体校として4月に開校した後、別々の校舎に分
かれていましたが、9月1日から児童・生徒が一つの校舎で学校生活を始めています。
　新校舎は、地域の防災や文化・スポーツの拠点となるよう、防災機能を充実さ
せるとともに、体育館や校庭の区民の方への貸し出しも行います。
　なお、平塚小学校跡は文化・スポーツ施設と幼保一体施設へ、荏原平塚中学
校跡は荏原第三地域センター・区民集会所の仮施設として使用した後、野球や
サッカーなどができる多目的広場として、今後整備を進めていきます。
　　　　　指導課小中一貫教育係☎5742－6595

　7月30日㈮、日野学園と総合体育
館で、小中一貫教育全国サミットが

「施設分離型小中一貫教育の課題を
探る」をテーマに開催され、約2,000
人が参加しました。
　小中一貫教育は、現在、多くの自
治体で本格的に実施され始めていま
す。より効果的なものとするための
熱い議論が交わされ、小中一貫教育
を通じて公立義務教育学校の教育活
動の質が向上することを実感するサ
ミットでした。

小中一貫教育
全国サミット2010 in 品川

が開催されました

第1回 品川区民芸術祭2010
しながわアーティスト展

2010

品川に縁
ゆかり

のある新進アーティストのエネルギーを
目で、肌で、感じてみませんか

問い合わせ

　新たな地域の拠点
ともなる、この充実
した施設を生かして、
児童・生徒が生き生
き学ぶ小中一貫教育
を実現していきます。

絵画アーティストの作品展示

地域にも開放する体育館

6階建ての新校舎

開閉式屋根のある屋上プール
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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

詳しくは、本紙10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

  問い合わせ 
広報広聴課☎5742－6644

8月～11月の
の申し込みは、6月25
日㈮まで
ます。

広報紙
   掲載

  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。 

 自由教材　 入学毎月初

品川区大崎4－5－20
問合わせ・申込みは電話、HPで

洋  裁  教  室

宮川文化服装専門学校
☎03－3491－2333
http://www.miyakawabunka.com

●週1回コース ㈫㈭午後／㈬夜
●月2回コース ㈬午後

生 涯 学 習 へ の お 誘 い

体験学習

秋のチュニ
ックブラウ

ス

10/5㈫・6
㈬・7㈭

昼・夜
要予約

23年度の学校選択の手続きが始まります 

新1・7年生の
入学対象者

　区内38校を4ブロック（①品川・大崎　②大井・八潮　③荏原西　④荏原東）に
分け、通学区域が属するブロック内から入学する小学校を希望できます。施設の
状況により、通学区域の内外を合わせた受け入れ可能人数を次のように設けます。
　小中一貫校は、区内全域から希望できます。
※ブロックの分け方については、3ページ「学校公開の日程」にある表をご覧くだ
さい。

　区内全15校の中から入学する中学校を希望できます。施設の状況により、通
学区域の内外を合わせた受け入れ可能人数を次のように設けます。

1学級は40人までですが、転入者枠を除いた人数を受け入れ可能人数としています
　希望申請の結果、希望者が受け入れ可能人数を超えた場合、通学区域外（小中一貫校は第1
順位以外）の希望者については公開抽選とし、日時と結果は該当者に郵送でお知らせします。
※既に兄姉が希望校に在籍していても優先の扱いはありません。

　区では小中一貫教育を行い、中学1年生を7年生、2年生を8年生、3年生を9年生としています。
小学校／平成16年4月2日～17年4月1日に生まれた方
中学校／平成10年4月2日～11年4月1日に生まれた方

入学する学校を
選択できます

　来年4月に小・中学校の新1・7年生になるお子さんがいる家庭に、9月末
までに希望申請票と学校案内パンフレットを送ります。通学区域外の小・
中学校に入学を希望する方は、10月29日㈮までに希望申請票を学務課へ提
出してください（郵送の場合は10月31日㈰消印有効）。
※通学区域は、学校案内パンフレットか区ホームページをご覧ください。
指定された通学区域内の学校に入学を希望する場合／
希望申請票の提出などの手続きは不要です。そのまま入学できます。

小学校 中学校

小学校名 受け入れ可能人数
大井第一 145人（4学級）
品川・城南第二・第一日野・
第二日野・第三日野・第四
日野・原・立会・浜川・鈴ヶ森・
八潮学園・第二延山・平塚

各105人（3学級）

城南・浅間台・三木・御殿
山・芳水・台場・鮫浜・山
中・伊藤・京陽・延山・中延・
小山・後地・小山台・大原・
宮前・大間窪・源氏前・戸越・
旗台・上神明

各70人（2学級）

清水台・杜松 各35人（1学級）

●受け入れ可能人数・学級

一貫小学校の受け入れ順位
　
�第1順位　一貫小学校通学区域
�第2順位　一貫中学校通学区域＊1
�第3順位　小学校ブロック内
�第4順位　区内全域

＊1�品川学園については、城南第二小
学校の通学区域も第2順位となります

一貫中学校の受け入れ順位
　
�第1順位����一貫中学校通学区域・一

貫小学校在籍者
�第2順位����一貫中学校通学区域の

小学校在籍者で一貫中
学校通学区域外＊3

�第3順位����区内全域

中学校名 受け入れ可能人数
城南・伊藤・鈴ヶ森 各185人（5学級）
東海・日野・大崎・浜川・
荏原第一・荏原第五・
荏原平塚・八潮学園・�

（仮称）豊葉の杜＊2
各145人（4学級）

冨士見台・戸越台 各105人（3学級）
荏原第六 70人（2学級）

※色字は小中一貫校。
＊2�（仮称）豊葉の杜中学校は荏原第三・第四
中学校の新設統合校です。詳しくは3ページ「小
中一貫校を整備しています」をご覧ください

※色字は小中一貫校。 ●受け入れ可能
人数を超えた場
合は、抽選を行
います

●受け入れ可能人数・学級

●学校案内パンフレット
　小・中学校を紹介する学校案内のパンフレットを、対象のご
家庭に希望申請票と一緒に9月末までにお送りします。また、各
学校でも独自のパンフレットなどを作成し、学校の特色や取り組
み状況などを紹介しています。

●ホームページ
　小・中学校でホームページを作成し、学校の概要、特色ある
教育活動の様子などを紹介しています。
　区ホームページの「ライフステージ別ガイド」の「学校」⇒
「小学校・中学校ホームページ」からご覧ください。

学校情報を
提供しています

Shinagawa

　区では、特色ある学校づくりと学校選択制を柱に、教育改革「プラン21」を進めています｡学校を選択するにあたっては、保護者
の皆さんに学校をより多く知っていただくことが何より大切です｡そのため、区立の小・中学校では学校公開を行っています。
　この機会にぜひ、学校の様子をご覧ください。

＊3��例：大井第一・山中小学校に在
籍している伊藤中学校の通学区域外の
児童

●小中一貫校は受け入れ順位などが異なります
日野学園（第二日野小学校と日野中学校）
伊藤学園（原小学校と伊藤中学校）
八潮学園（八潮学園小学校と八潮学園中学校）
荏原平塚学園（平塚小学校と荏原平塚中学校）
品川学園（品川小学校と城南中学校）
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小中一貫校を整備しています
問指導課小中一貫教育係☎5742－6595

  ご協力ください
■拠点回収（古着、廃食用油）
10月9日㈯・23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）

＊回収場所は新校舎（西五反田6－5－32）に移動
しました

  フリーマーケット
■出店者募集
●10月3日㈰午後2時～6時
場戸越銀座銀六商店街��募集数／50店��出店料／無料
申往復はがきでギャラリーカメイ（〠142－0042
豊町1－4－16☎3783－0808）へ
●10月10日㈰午前10時～午後4時　※雨天は11日㈷。
募集数／100店　出店料／800円
場申往復はがきで武蔵小山駅前通り商店街振興組合

（〠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。
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」
皆さんのご来店をお待ちしています。
　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。

　「秋の子ども服と紳士用品・トラベルバッグ」
　出品募集

日9月25日㈯～10月8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。
※スポーツバッグ・袋物は対象外です。

　大井町店　 
10月24日㈰まで、仮店舗で営業します。
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
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
○商品の預かりを一時休止しています
日11月6日㈯まで

移転セール
仮店舗から第三庁舎へ移転するため、処分価
格で在庫一掃セールを行います。
日10月3日㈰～24日㈰

——————————— 共�通 ———————————
定休日／両店とも水曜日
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。
※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。

●小学校
学校名  電話 学校公開日

品
川
・
大
崎
ブ
ロ
ッ
ク

品川�＊1 3474－4232 10/15㈮・16㈯
城南 3471－7919 10/21㈭～23㈯
浅間台 3474－2727 10/22㈮・23㈯
三木 3491－0404 10/22㈮・23㈯
御殿山 3441－0814 10/21㈭～23㈯、23年2/7㈪～9㈬
城南第二 3471－7481 10/20㈬～22㈮
第一日野 3492－6258 10/21㈭～23㈯
第二日野�＊2 3441－3209 10/13㈬～16㈯、23年2/5㈯・7㈪～10㈭
芳水 3491－1555 10/22㈮・23㈯、23年2/4㈮・5㈯
第三日野 3441－6452 10/4㈪・5㈫
第四日野 3491－1281 10/8㈮・9㈯、10/16㈯85周年記念集会

台場 3471－3397 10/22㈮・23㈯、10/31㈰運動会、11/27㈯学芸会
23年2/10㈭・11㈷

大
井
・
八
潮
ブ
ロ
ッ
ク

大井第一 3771－5240 10/14㈭・15㈮
鮫浜 3765－2844 10/4㈪～6㈬　※5㈫は市民科公開講座
山中 3772－3006 10/8㈮・9㈯
原�＊3 3771－3374 9/29㈬・30㈭、10/2㈯・4㈪・5㈫
立会 3474－3424 10/12㈫～16㈯
浜川 3761－0530 10/21㈭
伊藤 3771－5331 10/21㈭～23㈯
鈴ヶ森 3763－6631 10/8㈮・9㈯、23年1/24㈪・25㈫
八潮学園�＊4 3799－1641 10/7㈭～9㈯

荏
原
西
ブ
ロ
ッ
ク

京陽 3781－4775 10/2㈯運動会、10/13㈬～16㈯��※16㈯は授業参観
延山 3781－3806 10/21㈭～23㈯
中延 3781－4016 10/8㈮・9㈯
小山 3781－0044 9/25㈯小山まつり、10/9㈯・12㈫～14㈭
第二延山 3781－1348 10/14㈭～16㈯
後地 3781－0890 10/14㈭～16㈯
平塚�＊5 3782－7770 10/9㈯・13㈬～15㈮
清水台 3781－4841 10/7㈭～9㈯
小山台 3712－7587 10/9㈯・12㈫～15㈮

荏
原
東
ブ
ロ
ッ
ク

杜松 3781－4376 10/22㈮・23㈯　※23㈯は英語科公開授業
23年1/21㈮・22㈯　※22㈯は2分の1成人式ほか

大原 3781－4487 10/8㈮・9㈯

宮前 3781－4386
10/8㈮・9㈯
23年1/18㈫～20㈭（5校時のみ）
23年2/16㈬・17㈭　※17㈭は５校時のみ

大間窪 3781－3920 10/15㈮・16㈯
源氏前 3781－4348 10/22㈮・23㈯、23年1/28㈮・29㈯
戸越 3781－2856 10/14㈭～16㈯
旗台 3785－1687 10/9㈯・12㈫・13㈬
上神明 3781－4792 10/18㈪～21㈭・23㈯

●中学校
学校名  電話 学校公開日

東海 3471－6951 10/2㈯・4㈪・5㈫
城南�＊1 3474－2671 10/7㈭～9㈯、23年2/10㈭
日野�＊2 3441－3209 10/13㈬～16㈯、23年2/5㈯・7㈪～10㈭
大崎 3491－6623 10/8㈮・9㈯
浜川 3761－1014 10/4㈪～9㈯、11/20㈯、23年1/15㈯
伊藤�＊3 3771－3374 9/29㈬・30㈭、10/2㈯・4㈪・5㈫
鈴ヶ森 3765－2849 10/15㈮・16㈯
冨士見台 3772－0900 10/4㈪～9㈯
荏原第一 3785－1680 10/4㈪～9㈯
荏原第五 3781－5643 10/12㈫～14㈭、23年2/5㈯
荏原第六 3781－7776 10/4㈪～9㈯
戸越台 3781－6250 10/9㈯・12㈫～15㈮
荏原平塚�＊5 3782－7770 10/9㈯・13㈬～15㈮
八潮学園�＊4 3799－1641 10/7㈭～9㈯

（仮称）豊葉の杜
�＊6

荏原第三 3781－4966 10/16㈯・18㈪
荏原第四 3782－2930 10/18㈪～22㈮

※日程は変更になることがあります。
※時間や内容については、各校へお問い合わせください。
※公開日以外の日にご覧になりたい場合は、各校にご相談ください。

＊1�小中一貫校品川学園　　＊2�小中一貫校日野学園　　　＊3�小中一貫校伊藤学園
＊4�小中一貫校八潮学園　　＊5�小中一貫校荏原平塚学園
＊6��23年4月に、荏原第三・第四中学校が統合し、（仮称）豊葉の杜中学校となります

学校公開の日程23年度の学校選択の手続きが始まります 

　18年度から区立のすべての小・中学校で「品川区小中一貫教育要領」に基づ
く小中一貫教育を実施しています。施設一体型となる一貫校は、日野学園、伊
藤学園、八潮学園、荏原平塚学園の4校が開校しています。現在整備中の一貫校
は次のとおりです。

●小中一貫校　品川学園（品川小学校と城南中学校）
　23年4月の開校と新校舎移転に向けて、品川小学校・城南中学校の敷地に建
設中です。

●小中一貫校　豊
ほう

葉
よう

の杜
もり

学園　（杜松小学校・大間窪小学校を統合する新小学
校と荏原第三中学校・荏原第四中学校を統合する新中学校）
　25年4月開校に向けて、大間窪小学校と荏原第三中学校の敷地を活用して、
施設一体型一貫校を建設します。
　23年4月に、荏原第三中学校と荏原第四中学校が統合し（仮称）豊葉の杜中
学校となります。統合後は、荏原第四中学校校舎を使用し、25年4月に小中一
貫校の新校舎へ移転します。大間窪小学校は、22年度中に荏原第三中学校の敷
地に建設する仮設校舎に移転します。25年4月に大間窪小学校が杜松小学校と
統合し、（仮称）豊葉の杜小学校となって小中一貫校の新校舎へ移転します。
※学校の統合については、今後、区議会での条例改正により正式に決定します。

　小学校に入学する方を対象に各学校で
行います。詳しくは希望申請票に同封す
るお知らせなどをご覧ください。
　就学時健康診断票も一緒に送ります。

就学時健康診断を
実施します

学校改築を進めています
問庶務課教育施設調整担当☎5742－6833

　小中一貫校を含め、学校改築を順次進めています。工事期間中は、ご不便を
おかけしますが、児童・生徒の安全と学習環境の確保に万全を尽くしますので、
ご理解とご協力をお願いします。

●第三日野小学校
今年度中に校庭整備、外構工事が終了予定です。

●清水台小学校
現在、耐震化と改築工事の準備のため、仮校舎の建設を行っ
ています。その後、耐震改修・改築工事を行います。

●荏原第六中学校
現在、新校舎を建設中です。23年度中に新校舎のしゅん工を
予定しています。その後、校庭整備、外構工事を行います。

学務課☎5742－6828
問い合わせ
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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�在�・在�・在学の方区�在�・在�・在学の方

平成 22 年
（2010）
9/21情報館 情報館は4 〜7ページです

日10月4日㈪午後2時～4時
人不登校・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☎3474－
2904へ

　結核は「過去の病気」ではありません。
区内で、年間80 ～100人の患者が新た
に発生しています。最近は、高齢者だけ
でなく、若者の発病者が増えていること
が特徴です。
　せきやたんが2週間以上続く場合や、
微熱、だるさ、急な体重減少などの症状
が出た場合には、マスクをして早めに医
療機関を受診しましょう。早期発見は、
本人の重症化を防ぐだけでなく、家族や
学校・職場などへの感染拡大を予防する
ことにつながります。
　感染予防には免疫力の低下を防ぐこと
が大切です。栄養バランスのとれた食生
活を心がけるとともに、疲労やストレス
をためこまないようにしましょう。
問保健予防課☎5742－9153

●精神保健相談（こころの病気など）
品川保健センター／5日㈫
大井保健センター／4日㈪
荏原保健センター／15日㈮
●うつ病あんしん相談
品川保健センター／22日㈮
荏原保健センター／6日㈬
●高齢期のこころの相談
品川保健センター／26日㈫
大井保健センター／27日㈬
荏原保健センター／18日㈪・27日㈬
●児童思春期のこころの相談
品川保健センター／6日㈬
大井保健センター／28日㈭
荏原保健センター／28日㈭
問各センター

思春期家族教室

ろば康ひ健

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、お話会など楽しいプログラムを用意しています。
人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）
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

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

　10月に参加できる主な事業　　　　　  ※保＝保育園　幼＝幼稚園

●身体測定
　05日㈫＝�東品川保
　13日㈬＝�東大井保
　14日㈭＝�八潮西保
●避難訓練
　06日㈬＝�八潮北保
●絵本の広場開放
　21日㈭＝�西中延保
●キッズタイム
　月＝�伊藤保
●リズム遊び
　木＝�南大井保
●体の話（幼児）
　26日㈫＝�中原保
●お話会（幼児）
　28日㈭＝�中原保
●やきいも会
　28日㈭＝�荏原保、西大井保
　29日㈮＝�東五反田保
●園庭開放
　月～金＝�西品川保、源氏前保、

東五反田保、大崎保、
冨士見台保

　火・木＝�荏原保
　火＝�西中延保
　06日㈬＝�平塚幼、伊藤幼
　14日㈭・28日㈭＝�台場保
　20日㈬=城南幼

9月24日㈮～30日㈭は
結核予防週間です

10月のこころの健康専門医相談

●運動会
　02日㈯＝�荏原保、一本橋保、滝王

子保、旗の台保、八潮南
保

　09日㈯＝�東大井保、西中延保、清
水台保、三ツ木保、台場
保、台場幼、二葉幼

　16日㈯＝�大井保、北品川保、西品
川保、南大井保、八ツ山
保、小山台保、大崎保、
冨士見台保、荏原西保、
八潮西保、城南幼、御殿
山幼、八潮わかば幼

　23日㈯＝�水神保、平塚保、浜川幼
　30日㈯＝�東五反田保、西五反田第

二保、第一日野幼
●幼稚園公開
　15日㈮=台場幼
　21日㈭・22日㈮＝�伊藤幼
　　　　　　　　　��第一日野幼
●子育て相談
　06日㈬=平塚幼
●保育体験
　39保育園で実施
　（二葉つぼみ保を除く）

�※日程など詳しくは各園へお問い合
わせください。各園の問い合わせ先
は区ホームページをご覧ください。

川に生息する様々な動植物と人のかかわりを学びます。
日10月23日㈯午前9時30分～午後0時30分　※雨天は24日㈰。
場同水族館、しながわ区民公園
内稲刈り体験、ネイチャーゲーム遊び
人小学生と保護者15組（抽選）��※1組2人。
￥1,700円、小学生1,300円（入館料・保険料込）
申10月1日㈮（消印有効）までに、往復はがきに「里山」とし、参加者
全員の住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・電話番号を同館（〠
140－0012勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433）へ

しながわ水族館「里山の恵み」体験

お知らせ
区内中小事業者に発注して行う
住宅リフォーム工事費用の一部
を助成します
人次のすべてにあてはまる方
①区内在住で住民税を滞納していない
②住宅の所有者か賃借者（賃借の場合は
所有者から工事の承諾を得ていること）
対象／
次のすべてにあてはまるリフォーム工事
①既存住宅の改修で、都市計画課に事
業者登録している区内中小事業者へ発注
する
②工事金額が10万円以上で、次のいず
れかの工事を含む
ア．窓の断熱改修、外壁・天井・床の断
熱材の施工など、国の「住宅エコポイン
ト」制度の要件を満たす
イ．区の定める環境対策、手すり設置な
どのバリアフリー化、住宅用火災警報器
設置など防犯・防災対策のいずれかひと
つを含む
ウ．区の助成制度を活用する
　●住宅・建築物耐震改修等支援事業
　●�二世代住宅取得等助成事業（増改築

のみ）
　●環境共生住宅助成
　●介護保険住宅改修給付
　●高齢者自立支援住宅改修給付
　●�身体障害者（児）住宅設備改善費給付
助成額／工事金額の5％（上限10万円）
※耐震改修助成と併用の場合は工事金
額の10％（上限20万円）。　
※詳しくは募集案内などをご覧くださ
い。区ホームページからダウンロードも
できます。
申都市計画課で配布する申込書を同課
住宅運 営担当（ 本 庁 舎6階 ☎5742－
6777）へ

子ども手当の申請はお済みですか
22年3月31日以前に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。まだ申請してい
ない方は至急申請してください。
人中学3年修了（15歳に達して最初の3
月）までのお子さん
手当額／児童1人につき月額13,000円
※22年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。
問子育て支援課児童手当係
☎5742－6721

第2回品川区次世代育成支援対
策推進協議会
日9月30日㈭午後3時から
場第一委員会室（議会棟6階）
内主要事業の進ちょく状況など
人10人（先着）
傍聴方法・問当日午後2時45分までに、
青少年育成課計画調整係（第二庁舎7階
☎5742－6385）へ

電気自動車などの導入促進助成
電気自動車などのエコカーへ買い換えを
行う事業者に、費用の一部を助成します。
人次のいずれかにあてはまる事業者
①区内中小企業者・個人事業者
②①へ車両リースを行うリース事業者
対象車／電気自動車・プラグインハイブ
リッド自動車で、車検証の「使用者の住
所」「使用の本拠の位置」の記載が品川
区内の自動車
助成台数／3台（先着）
助成額／
電気自動車などの車両価格とガソリン車
両価格との差額の8分の1（上限40万円）
申23年1月31日㈪までに、環境課で配布
する申請書を同課調査担当（第二庁舎4
階☎5742－6753）へ持参

　インフルエンザは、毎年11 ～2月ごろの寒い時期に流行します。
　帰宅後のうがいや石けんでの手洗い、さらに規則正しい生活やバラン
スの良い食事を心がけ体力をつけるなど、予防に努めましょう。
　また、予防接種も効果があり、特に高齢者や慢性の病気をお持ちの方
にお勧めです。接種には、かかりつけの医師とよく相談してください。

接種期間／10月1日㈮～23年3月31日㈭
場区が契約した協力医療機関
人次のいずれかにあてはまる方
①区内在住で、65歳以上（昭和20年12月31日以前生まれ）の方
※10月1日㈮までに必要書類を送ります。
②60 ～64歳で心臓・腎臓・呼吸器かヒト免疫不全ウイルスによる免疫
の機能に障害がある方（障害者手帳1級程度の方）
自己負担額／2,200円　※期間中1回に限る。
申②の方は、12月20日㈪までに、はがきに「インフル」とし、住所、氏名、
生年月日、電話番号を保健予防課感染症対策係（〠140－8715品川区役
所☎5742－9153）へ

インフルエンザに気をつけましょう

高齢者インフルエンザ予防接種
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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

  小��日�間小��日�間／午後8時〜午後11時（受�は午後10時30�まで）午後11時（受�は午後10時30�まで）11時（受�は午後10時30�まで）午後10時30�まで）10時30�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�中�棟4階　　　　　　　　　　　　　昭和大学病�中�棟4階昭和大学病�中�棟4階

  �日�間・�間�日�間・�間／午前9時〜午後10時（受�は午後9時30�まで）午後9時30�まで）9時30�まで）

9月23日�月23日�23日��
26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�

  �日�間�日�間／午前9時〜午後5時（受�は午後4時30�まで）午後4時30�まで）4時30�まで）

9月23日�月23日�23日��

� 茂手木医�� 大　井�5�－19－18� ☎3774－6727
� 栗田歯科医�� 西五反田�2�－11－20� ☎3490－1182
� 上村歯科医�� 西中延�3�－11－�7� ☎3787－6106
� 阿部整骨�� 西品川�3�－�1�－20� ☎3490－2730
� 押田接骨�� 小　山�2�－�8�－13� ☎3787－8036

9月26日�月26日�26日��

� 酒寄医�� 東大井�2�－26－�3� ☎3761－3250
� ナリタ歯科医�� 西五反田�2�－13－�5� ☎3493－0484
� 上山歯科医�� 二　葉�1�－14－�2� ☎3781－5018
� 篠原接骨�� 西大井�2�－�4�－19� ☎3775－2407
� 誠道館清水接骨�� 小　山�3�－16－�5� ☎3783－0685

  ��日�間��日�間／午後5時〜午後10時（受�は午後9時30�まで）午後10時（受�は午後9時30�まで）10時（受�は午後9時30�まで）午後9時30�まで）9時30�まで）

9月25日�月25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�中�棟4階　　　　　　　　　　　　　昭和大学病�中�棟4階昭和大学病�中�棟4階

内 小
薬
薬

小

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）　　 ●東京消防庁テレホンサービス
　☎5272−0303	 　　　　☎3212−2323	　　　　　　　　		　
●救急相談センター　　●品川消防署 　　　●大井消防署　　　　●荏原消防署
　☎＃7119　　　　　　	☎3474−0119　　　	☎3765−0119　　　☎3786−0119

内 小
歯
歯
骨
骨

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

第2回在宅介護者宿泊研修
在宅介護者のリフレッシュと介護者同士
の交流、情報や意見の交換を行います。
日11月27日㈯午前8時～28日㈰午後6時

（区役所集合・解散）
行き先／西伊豆方面
内篤姫舞台散策、日本庭園で食べる山海
の幸
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、初参加優先）
￥3,000円
申10月25日㈪までに、電話で南大井在
宅サービスセンター☎5753－3903へ

第3回東京二十三区清掃一部事
務組合議会定例会
日9月21日㈫午後2時15分から
人30人（先着）
場・傍聴方法／
当日、午後1時15時から東京区政会館20
階（千代田区飯田橋3－5－1）へ
問同事務局☎5210－9729

テレビの地上デジタル放送用の
簡易チューナーを無償給付します
　23年7月のテレビのアナログ放送終了
まであと1年を切りました。地上デジタ
ル放送（地デジ）を視聴するための準備
をお願いします。
　次の世帯へ、アナログテレビで地デ
ジが見られるチューナーを無償給付しま
す。
人次のいずれかにあてはまり、ＮＨＫ放
送受信料が全額免除されている世帯
①生活保護世帯　②障害者を含む全員
が特別区民税非課税世帯　③社会福祉
事業施設入所世帯
申込書配布場所／生活福祉課（第二庁舎
3階）、障害者福祉課（本庁舎3階）など
申12月28日㈫（消印有効）までに、申
込書を総務省地デジチューナー支援実施
センターへ郵送
※詳しくはお問い合わせください。
問総務省地デジチューナー支援実施セン
ター☎0570－033840
企画財政課☎5742－6607
○地デジ全般に関するお問い合わせはデ
ジサポ東京中�☎6743－0500へ

スポーツ

第60回品川区民スポーツ大会
区民デイキャンプ
野外料理でアウトドアを満喫しましょう。
日10月24日㈰午前9時～午後3時
※雨天中止。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
人40人（抽選）　
※小学生以下は保護者同伴。
￥1,000円、4歳～小学生500円
申10月13日㈬までに、はがきかFAXに

「デイキャンプ」とし、参加者全員の住所・
氏名・年齢・電話番号をスポーツ協会へ

バドミントン教室
○立会地区
日10月3日～31日の日曜日午後1時～3時
￥1回100円、中学生以下50円
運営／立会地区スポ・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
○八潮地区
日10月3日～24日の日曜日午後1時～3時
￥高校生以上1回100円
運営／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
持って八潮学園（八潮5－11－2）へ
───────共　　通───────　　通───────通───────
問文化スポーツ振興課スポーツ係

フットサル大会
日内10月24日㈰・31日㈰＝予選リーグ戦
11月7日㈰＝トーナメント戦
※時間は午後1時～5時。
場八潮北公園（八潮1－3）
人スポーツ保険に加入している16歳以
上の男性5人以上で構成するチーム
12チーム（抽選）
￥1チーム7,000円
主催／品川区サッカー協会
申10月9日㈯までに、はがきで大会名、
チーム名、代表者の住所�・氏名・電話番
号・Eメールアドレスをスポーツ協会へ
※10月15日㈮午後6時30分から行うキャ
プテン会議に参加できないチームは出場
不可。

宮前地区
心と身体にやさしい太極拳
日10月1日～23年3月25日の金曜日
午後7時～9時
￥1回400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
持って戸越台中学校（戸越1－15－23）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

バウンドテニス教室
日10月19日～11月16日の火曜日
午前9時30分～11時30分（全5回）
人30人（抽選）
￥2,500円（保険料込）
場申10月7日㈭までに、往復はがきで教室
名、住所、氏名、電話番号を戸越体育館
へ

少林寺拳法初心者教室
日10月2日～12月18日の土曜日
午後6時～7時45分（全12回）
場戸越体育館
人小学生以上の方20人（先着）
￥6,000円
主催／少林寺拳法連盟
申10月2日㈯までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

初心者ボウリング教室
日10月25日～11月22日の月曜日
午前11時～午後0時30分（全5回）
場品川プリンスホテルボウリングセン
ター�（港区高輪4－10－30）
人20人（先着）
￥6,000円（ゲーム・靴代込）
申9月30日㈭までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

初級中級硬式テニス教室（午前）
日10月26日～12月21日の火曜日
午前10時30分～午後0時30分（全8回）
※10月26日は午前11時～午後1時。
場東品川公園（東品川3－14）
※雨天順延時は総合体育館。
人学生を除く16歳以上でラリーのできる
方20人（抽選）
￥10,000円（保険料込）
主催／品川区テニス連盟
申9月30日㈭までに、往復はがきかFAX
で教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、
テニス歴をスポーツ協会へ

内 小
歯
歯
骨
骨

がん検診・健康診査など 一部有料

職場などで検診機会のない方が対象です。

検（健）診 実施機関・申し込み先
乳がんマンモグラフィ検診（申込制・受診券有り）

…34 ～70歳の偶数年齢
各医師会、契約医療機関、検診車
申健康課

乳がん検診（視触診）…71歳以上

契約医療機関

子宮がん検診（受診券有り）…20歳以上（偶数年齢）

大腸がん検診…40歳以上

こう頭がん検診…40歳以上（喫煙者など）

前立せんがん検診…55歳以上

成人歯科健診…40・45・50・55・60・65・70歳

胃がん検診（予約制）…35歳以上
各医師会

肺がん検診（ヘリカル検査は予約制）…40歳以上

結核検診（予約制）…65歳以上 各保健センター、契約医療機関

肝炎ウイルス検診…受けたことがない方 品川・荏原保健センター
契約医療機関

健
康
診
査

自分が加入している医療保険者（健康保険）が健康診査を実施しています。詳しく
はお問い合わせください。
問40 ～74歳の方
　　　国民健康保険の方　　　国保医療年金課保健指導係　☎5742－6902
　　　国民健康保険以外の方　自分が加入する医療保険者にお問い合わせください。
　75歳以上の方　　　　　��　�国保医療年金課高齢者医療係　☎5742－6937

○�契約医療機関や自己負担額などは、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　☎5742－6743
品川区医師会��☎3474－5609　　　荏原医師会��☎3783－5167
品川歯科医師会　☎3492－2535　��荏原歯科医師会��☎3783－1878

スポーツ



（6）

荏原文化センター水泳教室　
チャレンジコース
初心者からバタフライ挑戦者まで、基本
を楽しく学びましょう。
日11月5日～23年3月25日の金曜日
午後1時30分～3時（全19回）
人16 ～69歳で健康な方40人（抽選）
￥2,700円（保険料込、入場料別）
場申10月8日㈮までに、往復はがきで教
室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を同センター�（〠142－0053
中延1－9－15☎3785－1241）へ
※説明会は、10月22日㈮午後1時から。
※60歳以上の方は、説明会当日に過去1
年以内の健康診断結果の写しを提出。

旗の台地区手話教室
日10月9日～30日の土曜日
午後7時～8時45分（全4回）
￥300円
運営／旗の台地区スポ・レク推進委員会
場参当日、旗台小学校（旗の台4－7－
11）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

地域読み聞かせボランティア
養成講座
日10月12日㈫・19日㈫
午後2時～4時（全2回）
内講座「科学の本の読み聞かせ～科学
の本に触れてみよう」
人30人（抽選）
場申10月5日㈫（必着）までに、往復は
がきで講座名、住所、氏名、電話番号、
活動している方は施設名を品川図書館

（〠140－0001北品川2－32－3☎3471
－4667）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

国民読書年　品川図書館
秋の講演会
日10月23日㈯午後2時～3時30分
場六行会ホール（北品川2－32－3）
内講演「言葉の心・言葉の力」
講師／加賀美幸子（アナウンサー）
人250人（先着）
申電話で同館☎3471－4667へ
○区ホームページから電子申請もできます。

環境学習講座〜秋の寄せ植え
色とりどりの野菊を寄せ植えにします。
日10月25日㈪午後1時30分～3時30分
講師／林秋江（秋草会会員）
人20人（抽選）
￥530円（材料費・保険料）
場申10月1日㈮（必着）までに、往復は
がきで講座名、参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話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階
☎・Fax5742－6533）へ��※HP shinaga�
wa-eco.jp/からも申し込めます。

環境学習講座〜環境問題は江戸
時代を見ると分かる
日10月17日㈰午後2時～4時
内江戸時代の循環型社会の仕組みなど
講師／津田慶治

（日本国際戦略問題研究所所長）
人30人（先着）
場申10月7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階☎・Fax5742－6533）へ
※ HP shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

寺子屋品川宿  江戸の旅  あれこれ
品川宿を多方面から、当時の庶民の旅行
ブームとともに学びます。
日10月23日 ㈯、11月23日 ㈷、12月25
日㈯、23年1月22日㈯、2月26日㈯
午後2時～4時（全5回）
場品川歴史館（大井6－11－1）
講師／菅野俊輔（早稲田大学エクステン
ション講師）ほか
人60人（抽選）

申10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
番号を文化スポーツ振興課文化振興係へ

みどりの園芸講座
箱庭風寄せ植え
草花や溶岩を使って、クリスマスやお正
月まで楽しめる箱庭風の寄せ植えを作り
ます。
日10月30日㈯
午前コース＝午前10時～正午
午後コース＝午後1時30分～3時30分
場251会議室（第二庁舎5階）
講師／原由紀子（生活園芸家）
人各50人（抽選）
￥各1,000円（教材費）
申10月5日㈫までに、往復はがきで講座
名、コース、住所、氏名、電話番号を水
とみどりの課みどりの係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6799）へ

区民大学入門講座
ほっとけない！環境のこと
日10月23日～11月27日の土曜日
午後2時～4時（全6回）
場荏原文化センター�（中延1－9－15）
講師／本川達雄（東京工業大学生命理
工学部教授）ほか
人16歳以上の方50人（抽選）
託児／2歳～就学前のお子さん
※おやつ代600円。
申10月8日㈮までに、電話かはがき、
FAXで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、手話通訳・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）・ 年齢・性別を文化ス
ポーツ振興課生涯学習係へ
○区ホームページから電子申請もできます。

知って得する法律の基礎知識
日10月22日㈮午後1時30分～3時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内相続、離婚、借金、成年後見など
人30人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
申電話かFAXで講座名、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

エコドライブ講習会
ドライブシミュレータ装置で、エコドラ
イブの実践的テクニックを学びます。
日10月24日㈰
①午前9時30分～正午
②午後2時～4時30分
場環境情報活動センター�（第二庁舎3階）
人普通自動車運転免許を持つ方各15人

（先着）
申10月15日㈮（必着）までに、電話か
はがき、FAXで講座名、番号、住所、
氏名、年齢、電話番号を環境課調査担当

（ 〠140－8715品 川 区 役 所 ☎5742－
6753�Fax5742－6853）へ

TOCビル40周年記念講演会
日10月18日㈪午後4時30分～7時
※受付は午後4時から。
内講演会「流通の革新とTOC40年の貢
献」「人を育てる人に育てられる～柔道を
通して学んだこれからの生き方について」
講師／宮下正房（日本卸売協会理事長）
山下泰裕（元柔道選手）
人30人（先着）
場申9月30日㈭までに、電話でTOC（西
五反田7－22－17☎3494－2141）へ
問総務課☎5742－6625

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�在�・在�・在学の方区�在�・在�・在学の方

平成 22 年
（2010）
9/21情報館 情報館は4 〜7ページ、キッズクラブ・健康ひろばは4ページです

日11月～23年3月
場伊藤学園温水プール（大井5－1－37）
人各20人（抽選）
￥表の費用のほか年間登録費１人1,500円（保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申9月30日㈭までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名、年齢、
電話番号、泳力（クロールで何ｍ）をスポーツ協会へ
※参加者は健康診断書を確認します。
※ＩＵは、水中運動か競泳を選んで記入。

教室名 コース 対象 �日 時間 回数 費用

女性 I�K 18 ～65歳 水 09:30 ～11:00～11:00 19 11,400

ゆうゆう
健康 I�U

水中運動
50歳以上 木 11:30 ～13:00～13:00 各20 各12,000

競泳指導

水 泳 教 室

講座・講演

「地域振興基金を活用した区民活動助成制度」に13件の申
請があり、審査の結果、次の8件の事業が決まりました。
詳しくは区ホームページをご覧ください。

助成事業 交�決定団体
若者支援セミナー「ニート・フリータ
ー・ひきこもりを考える」

教育サポートセンター
NIRE

だれでもその日はミュージシャン 伊藤チャイム
成年後見制度普及事業 ライフサポート東京
セカンドステージでも輝くための

「生き輝
てる

」企画 シービーシナガワ

LET’S和文化 邦楽ネット品川
初心者向けシーカヤックスクール＆
自然観察会 勝島運河倶楽部

第14回共生共走５時間リレーマラソ
ン大会 だれもがともに連絡会

高齢者居場所づくり事業 なでしこの会

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

クレー射撃 10/17㈰ 成田射撃場
（千葉県）

当日、会場へ
※午前9時から9時から時から 8,000円

○トラップの部
○スキートの部（各100発）
※弾は各自持参
※銃砲等所持・猟銃用火薬類等譲受許可証を携帯

バドミントン 10/24㈰/24㈰ 総合体育館 10/13㈬/13㈬
500円円

中高生　300円
壮年（ペア）　�800円

○中学男子･女子
○高校男子･女子
○一般男子･女子
○壮年男子（40歳以上）
○壮年女子Ⅰ（35歳～49歳）
○壮年女子Ⅱ（50歳以上）
※中学、高校、一般はシングルストーナメント
※壮年はダブルストーナメント
※ラリーポイント制　※予選リーグ有り

品川区民スポーツ大会（秋季）第60回 申申込締切日までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ　※9月21日㈫は休館。

地域振興基金を活用した
区民活動助成対象事業が決まりました

スポーツ

問地域活動課協働推進担当☎5742－6605

地域振興基金への
寄付をお願いします

※これらの事業への資金助成は、区民の皆さんの寄付金でまかなわれています。

　地域振興基金は、区民
の皆さんが行う地域貢献
活動を支援するための基
金です。
　しながわをよりよいまち
にするために、区民の皆
さんや企業からのご支援
をお願いします。詳しくは
お問い合わせください。
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産業技術高専オープンカレッジ
温泉の化学〜その神秘を探る
様々な効能をもたらす温泉の成分につい
て、化学の視点から探ります。
日10月17日㈰午後1時～3時
人大学生以上の方40人（抽選）
￥700円
場申10月7日㈭（消印有効）までに、は
がきかFAX、Eメールで講座名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、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

メイプルセンターの講座
①シールでペーパーアート
日10月31日㈰、11月14日㈰、12月12
日㈰午前10時30分～正午（全3回）
人15人（先着）��￥8,000円（教材費込）
②品川の匠シリーズ
愛用小物に家紋を描いてみよう！
日10月22日～12月17日の金曜日
午後6時～8時（全6回）
人10人（先着）��￥11,400円（教材費別）
③韓国を知りたい！
メドップ（組みひも）を作ろう・ドラマソ
ングを歌おう・言葉や文化の話を聴こう
日11月2日㈫・16日㈫、12月7日㈫
午後6時30分～8時30分（全3回）
人12人（先着）���￥9,400円（教材費込）
④野菜スイーツ～ロールケーキ・シード
クッキー〈ハロウィンカボチャのお菓子〉
日10月23日㈯午後1時～4時
人20人（先着）　
￥4,100円（材料費込）
⑤プレーン・チーズ・エピ
天然酵母で作るフランスパン
日11月13日㈯午後1時～4時
人24人（先着）　￥4,000円（材料費込）
⑥両面楽しめる！
クリスマスのスノードームを作ろう
日11月14日㈰午後1時30分～3時30分
人18人　※4歳～小学2年生は保護者同
伴（2人で1個作成）。
￥4,800円（教材費込）
⑦アイスフラワーで作るクリスマスリー
ス＆アレンジ
日11月9日㈫、12月14日㈫
午後1時～3時（全2回）
人12人（先着）　￥11,000円（教材費込）
⑧初歩からの英会話
日10月8日～12月17日の金曜日
午後1時～2時30分（全11回）
※10月8日の見学可。講師は日本人。
人中学1年生くらいの英語を理解できる
方12人（先着）　
￥24,000円（テキスト代別）

⑨気軽に楽しく踊りましょう
はじめてのラテンダンス
日10月6日～12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
───────共　　通───────　　通───────通───────
場①～③・⑥～⑨メイプルセンター（西
大井駅前）、④⑤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

秋季囲碁大会参加者募集
日10月24日㈰午前10時から
※午前9時30分から受け付け。
場総合体育館
対戦方法／
段・級クラス別個人トーナメント戦
人9級以上の方
￥1,000円（昼食代込）
申10月14日㈭までに、往復はがきで大
会名、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へ

施設名・電話� 1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� 6日

日光しながわ光林荘
☎0288－54－0988����� なし

●対象　区内在住か在勤の方が利用できます。
●申し込み（12月31日～1月分）　10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。※12月31日～1月3日は２泊まで。
●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時から希望の施設または地域活動課へ電話でお申し込みください。

●品川区立保養所

●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（12月31日～1月分）　10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
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�

年末年始は区の保養所で ! ! 抽選にもれた方は空き室の問い合わせを！

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）

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）

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

催　し ★

★

10月に五反田文化センタープラネタリウムがリニューアルオープンします。
場問五反田文化センター�（西五反田6－5－1☎3492－2451）

　★10月のプラネタリウム

日内土・日曜日、祝日　※時間は約50分。
①午前11時＝親子向け投影「あきのおほしさま」　
②午後1時30分＝「品川からめぐる宇宙の旅」上映
③午後3時30分＝特集のお話「新しくなったプラネタリウム」
人①小学3年生以下のお子さんと保護者86人
②③各86人（先着）
※小学生未満は保護者同伴。
￥各200円、4歳～中学生＝50円
場参当日、午前9時から同センターへ

　　◎天体観望会～月と木星

日10月15日㈮午後6時30分～8時
人50人（抽選）　※小学生以下は保護者同伴。
申10月6日㈬（必着）までに、往復はがき（家族4人まで）で講座名、
住所、電話番号、参加者全員の氏名・年齢を同センターへ
※定員に満たない場合は、10月8日㈮午前10時から電話受付（先着）。

五反田文化センタープラネタリウム

リニューアルオープンに先駆け、特
別投影を行います。
日9月23日㈷・25日㈯・26㈰
①午前11時から＝親子向け投影
②午後1時30分から＝一般向け投影
③午後3時30分から＝一般向け投影
※投影時間は約50分。
人①小学3年生以下のお子さんと保護
者86人　②③各86人（先着）
場参当日、同センターへ

オープニングイベント

9月30日㈭まで

秋の交通安全運動実施中

小学生の心のこもった全作品を、ぜひご覧ください。
日9月25日㈯～10月5日㈫�午前9時30分～午後7時　※26日㈰は休館。
場中小企業センター�（西品川1－28－3）
問品川区清掃事務所リサイクル推進係☎3490－7098
※後日、優秀作品を選定し、リサイクルカレンダーに掲載するほか、シー
ルにしてごみ収集車にはります。

小学生の清掃リサイクルポスター展

～投影会招待～

新しくなった

一人ひとりが交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、
悲惨な交通事故を防ぎましょう

◎夕暮れ時や夜間に外出する時には、目立つ服や反射材を身に付ける
など、交通事故防止に取り組みましょう

　反射材の有効性　�車のライトなどが当たると光を反射し、車の運転
手から120ｍくらい離れていても確認できます
　反射材の種類　�靴のかかとやかばん、自転車などにはるシールタイ
プ、キーホルダーなどがあります
※反射材は区役所売店（第二庁舎2階）、運転免許試験場などでも販売
しています。
問土木管理課交通安全係☎5742－6615



現状よりも多くの人が
避難できるようにする
ことを最優先します。

外周道路の改良、出
入り口を増やすなど、
行き来しやすく安全
で快適な歩道を確保
します。 今ある環境資源（外周

の樹林帯や池の水な
ど）を防災にも有効に
活用します。

　国文学研究資料館跡地は、品川区地域防災計画にお
いて大地震時に発生する延焼火災などの危険から避難
者の身の安全を確保し、火勢の弱まりを待つための広
域避難場所として位置づけられています。
　また、都が実施した地域危険度測定調査結果で、こ
の周辺地域は特に火災危険度が高い地域となっている
現状があります。
　これらの位置づけや現状を踏まえ、防災機能を拡充す
ることを整備計画の基本方針とします。

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。

● がん予防
● 健康センターと総合体育館の教室
● 品川歴史館特別展

次号予告　10月1日号
平成22年（2010）

9/21
広　報

1765号

整備計画範囲

約110m

現在公園として
開放している部分

撤去建物

外周樹林帯

高・中木

出入り口

外周道路

旧三井文庫
第一史料庫

池

約135m

約135m

約110m

敷地面積：約 14,700㎡ 0 10 50mN

「広域避難場所（仮称）国文学研究資料館跡地整備計画」
を策定しました

整備計画図

　区では、20年度に区が取得した国文学研究資料館跡地（豊町1－16）の全面開園に向けて、防災の観点か
ら計画地の位置づけや現在の状況を踏まえ、敷地全体の整備計画を検討してきました。
　22年2月に実施したパブリックコメントで区民の皆さんから寄せられたご意見を参考にさらに検討を進め、

「広域避難場所（仮称）国文学研究資料館跡地整備計画」を策定しましたのでお知らせします。

●�避難有効面積をより多く確保するため、オープンスペースを設け
ます。

●�防火樹の多い外周樹林を残します。
●�池を残し、災害時に池の水を活用しやすいよう、周辺の整備をし

ます。
●�災害時に逃げ込みやすいよう、出入り口をできるだけ多く確保し

ます。
●�防災資材などの備蓄のため、旧三井文庫第一史料庫の活用を検討

します。
●�防火貯水槽を増設します。
●�耐震化された下水管に接続して、災害時にも使用できるトイレを

設置します。
●�救護スペースにできるような、テントを張れる眺望テラスを設置

します。
●�消防訓練が行える施設や場所を確保します。
●�災害時にトイレなどを利用するため、井戸を設置します。

整備の基本方針

整備の計画図・主な施設

問い合わせ 都市整備下水道課公園整備係☎5742－6801

災害時に利用できる主な施設や、園路・ベンチ・照明などの公園施設の配置については、住民説明会での意見交換を参考に検討していきます。これから

「広域避難場所（仮称）国文学研究資料館跡地整備計画」の全文、
お寄せいただいたご意見の概要とご意見に対する区の考え方は、都
市整備下水道課（本庁舎6階）、区政資料コーナー （第二庁舎3階）、
区ホームページでご覧になれます。

計画の目的や概要は理解できる。また、緑や池の保全は戸越公園との
一体感もあり良い考えだと思う。オープンスペースがあるのはとても
良いことだと思う。

主な
ご意見

「比較的高い温度にも耐えられる樹木や池」を特に保持して欲しい。
防災及び生態系保存の観点から、既存の高木・中木を可能な限り残す
ことを強く希望する。

主な
ご意見

防災機能の拡充を図る、オープンスペースの確保・戸越公園との一体性の
確保・環境資源の防災活用の基本方針に基づき、広域避難場所として整備
していきたいと考えています。

防災面や、自然環境面からも既存樹木の保全は必要と考えています。計
画地内に点在する防火樹や、周辺からの高い炎や火の粉から守る機能が
ある、高さ約15ｍ・幅約8ｍの樹林を防災資源として生かし、防災性
を高めていきたいと考えています。

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。19人から、延べ
47件のご意見をいただきました。

区の考え方

区の考え方

資源の池水は周辺消火には不足で消火栓設備がいるのでは。
主な

ご意見

災害時だけでなく、日常、区民が憩える公園として欲しい。高齢者の
ふれあいの場所として整備して欲しい。

主な
ご意見

今後、具体的な池の使い方や構造について検討を進めていきます。併せて
必要な防火貯水槽の設置については検討していきます。

平常時の利用面についても、今ある池や樹木などの環境資源を生かした
整備を検討します。併せてバリアフリー対策も行い、憩いの場となるよ
うにします。

避難した人々が清潔にストレスなく使用できる身体障害者・高齢者
にも配慮したトイレが必要だと考える。

主な
ご意見

広域避難場所として、トイレ機能の確保は、重要であると考えており、
今後検討していきます。

区の考え方

区の考え方

区の考え方

オープンスペース
の確保

戸越公園との
一体性の確保

環境資源の
防災活用

防災機能の
拡充

広域避難場所としての機能を充実

古紙配合率70％再生紙を使用しています


