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　教育文化会館は、第一日野小学校、幼保一体施設第一日野すこやか園との
複合施設です。複合施設という特色を生かした運営が行われています。

五反田文化センターを地域の交流の場として、
みんなで元気な地域をつくっていきたい
五反田文化センター利用者団体協議会役員の皆さん

　「待ちに待った」という言葉がふさわしいかと思います。五反田文
化センターを拠点に活動している団体は約140ありますが、きっと同
じ気持ちでしょう。このような立派な施設となって、2年間待った甲

か

斐
い

があるというものです（笑）。特に多くの団体が喜んでいるのは、
防音・防振機能をもった五つのスタジオができたことです。これに
より、音楽サークルなど新しい仲間がさらに増えるのではないかと、
楽しみにしています。
　文化センターは、地域の人たちの交流の拠点です。興味ある活動
がありましたら皆さんもぜひご参加ください。同じ地域に暮らす友人
や仲間がいるって、とても良いものです。ともにセンターの活動を盛
り上げ、元気な地域をつくっていきましょう。

（談：管野繁夫会長、小林光枝副会長、関靖夫副会長）

新しくなりました！教育文化会館

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

施設概要図
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五反田文化センター
五反田図書館
教育センター

所在地／西五反田6－5－1

教育センター

　五反田文化センター、五反田図書館、教育センターが入った教育
文化会館が10月に全面オープンしました。約２年間を経て新しく
なった施設は、ユニバーサルデザインにも配慮し、明るく、親しみ
やすい施設として生まれ変わりました。

五反田図書館

五反田
文化センター

第2スタジオ（1階）

プラネタリウム室（5階） エントランス（1階）

音楽ホール　ホワイエ（地下1階）

図書館（2階）

教育文化会館
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ファミリーシート（親子
ペア席）は親子でゆっく
り鑑賞できる。親子向け
投影の時間も設けている

講習和室はお茶室
としても利用でき
る。着付けなどの
おけいこに

〈
広
告
〉

スタジオなどの貸し室、プラネタリウムのある地域交流の拠点

五反田文化センター
施設内容／�第1 〜3講習室、第1 〜6会議室、講習和室、第1 〜5スタジオ

託児室、音楽ホール、第1 〜3楽屋、プラネタリウム
電話／3492−2451
利用時間／午前9時〜午後9時30分（日曜日、祝日は午後4時30分まで）
休館日／第4月曜日、年末年始

　講習室や会議室、講習和室に加え、本格的な音響設備の整った音楽ホール、音楽やコー
ラスの練習なども可能なスタジオといった施設があります。また区内唯一のプラネタリ
ウムは、最新のシステムを備えています。

　　会議室、音楽ホール、スタジオなどの貸し施設
　
　センターの施設は区民の皆さんに開かれた施設です。サークル活動や地域活動など、
どの施設も貸し室として利用できます。

　五反田文化センターの施設利用については、「品川区施設予約シ
ステム」でご確認ください。施設の概要、料金などを検索できます。
また団体登録をすれば、インターネットからも予約できます。
品川区施設予約システム／ https://yoyaku.city.shinagawa.tokyo.jp/
※区ホームページからもご覧になれます。
社会教育団体登録受付窓口／文化センター、総合体育館、戸越体育
館、文化スポーツ振興課文化振興係、八潮地域センター

施設利用については「品川区施設予約システム」で！

クラシックをより身近なものに
品川区民管弦楽団総務委員　有山宏二さん

　スタジオ、音楽ホールを使わせていただきましたが、「すばらしい」
のひと言です。音は大変デリケートなもので、例えば床にじゅうた

んが敷かれているだけで、音の通りは変わってしまいます。
「音がきれいに出る」ということは、簡単ではないんですね。
音楽ホールはその辺の配慮も行き届いた環境で、アンサン

ブルのコンサートを開くのにちょうど良い大きさです。
また1階のスタジオは、傾斜地を利用して地下につ
くられており、防音はもちろん、音響にも配慮した
設計になっています。
　こうした施設が品川区に誕生し、ここを活動

の拠点として、区民の皆さんに気軽に
来ていただけるクラシックコンサート

を開いていきたいと思っています。

　　最新の全天映像システムと生の解説が聞けるプラネタリウム

「星空の世界」の魅力を伝えたい
天体写真家　林完次さん

　「おはようございます」。私は投影が終わると、皆さんの前に出て必ず
こういうんですよ。ドームに映った空の夜が明けた、という意味と、「星
空の世界」にひたって新しい気持ちになった、という意味の、両方の
思いをこめてですね。
　プラネタリウムは、都会のオアシスのような存在です。どんなに疲れ
ていても、このドームの中に入ってシートに座り、普段見ることのでき
ないたくさんの星たちを目の
前にすると、ささいなことは
忘れてしまいます。宇宙にふ
れて、心が大きくなります。
寝てしまう？いいん
です、寝てしまって
も。でも私の解説
はお客様と対話し
ながらの解説です
から、寝かせませ
んけどね（笑）。

　新しく生まれ変わったプラネタリウム
は、投影機と2台のプロジェクターによ
り、360度のドームいっぱいに映像を映
すことができるようになりました。また
これまで通り小規模館ならではのアット
ホームな良さを生かし、都内でも珍しい、
講師の方による解説を中心に、特別解説
員で天体写真家の林完次さんによる特別
投影なども行っています。　
※投影スケジュールは、本紙7ページをご覧
ください。

区内初の音楽ホール（定員250人）。クラシックコンサートを開くのに適し
ており、音響反射板、音響調整卓、グランドピアノなどを備えた本格的な
コンサートホールである。スクリーン、プロジェクターの貸し出しもあり、
セミナーなどにも使用可

スタジオは楽器演奏、コーラス、ダン
ス、体操、演劇などに使える。定員
20 〜120人まで、五つのタイプの部
屋がある

再来年には楽団設立50周年を迎え、ますます活動の幅
を広げていきたいと語る

林さんは昭和53年ごろか
ら五反田文化センターの
プラネタリウムで解説を
担当。57年〜平成20年ま
で使われた旧投影機と

投影機とプロジェクターにより星と星座絵を重ね合わ
せ、ドームいっぱいに映像が広がる

講習室・会議室は用途
や人数によって部屋を
選べる
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  ご協力ください
■拠点回収（古着、廃食用油）
12月11日㈯・25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）
＊第一日野小学校の回収場所は新校舎（西五反田6 ー5 ー32）です

  リサイクルショップ「リボン」
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。
　大井町店　 
広町2－1－36  第三庁舎2階　
☎5742－6933
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

「バッグフェア」開催中
日11月30日㈫まで
※出品の受付は終了して
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。

「お正月用品」出品募集
日12月3日㈮までの午後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。

  リサイクル情報紙「くるくる」
「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」を紹
介しています。「くるくる」は、毎月1日発
行で地域センター・図書館などの区施設な
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。
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23年4月から陶器・ガラス・金属ごみの
収集回数が週1回から月2回に変わります

20年10月のごみ・資源の分別変更の結果、陶器・ガラス・金属
ごみの収集量は分別変更前に比べて4分の1程度に減少しました。
このような排出実態を踏まえ、より効率的な収集作業を行うため
23年4月から陶器・ガラス・金属ごみの収集回数を変更します。
○変更前：週1回　○変更後：月2回　
※各地域の収集日は、12月に全戸配布する「ごみ・リサイクルカ
レンダー」や23年2月に全戸配布予定の冊子でご確認ください。
問品川区清掃事務所☎3490−7051
品川区清掃事務所荏原庁舎☎3786−6552
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複合施設ならではの特色を生かした

五反田図書館
電話／3492−2131
利用時間／�午前9時〜午後8時
　　　　　（日曜日、祝日、第1・3・5月曜日は午後5時まで）
休館日／第2・4月曜日、第2木曜日、特別整理期間、年末年始

　地域の図書館として親しまれてきた五反田図書館。リニューアルオープンし、音楽関係、
星や宇宙など天文関係資料の充実、子育て支援コーナーの設置、図書館としては区内初
の授乳室設置など、音楽ホール、プラネタリウム、教育センター、幼保一体施設第一日
野すこやか園を併設した複合施設にある図書館としての特色を出しています。

育児世代にうれしい図書館ですね
西野園絵さん、咲良ちゃん、天河くん

　前から利用していますが、改築後は育児書と児童書のコーナー
が近くなったのがいいですね。生後2カ月の長男がいるものです
から、私は育児書を探し、5歳になる娘は好きな本を持ってきて、
ここで一緒に読むことができます。全体の割合からすると、子ど
もに関連した資料が多く、広くなった印象です。子育てする世代
にはうれしいですね。

　品川区在住または在学のお子さん（幼児、小・中学生、高校生）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。相談員は教育や心理の専門家です。また必要に応じて、ほかの専門的な機関を
紹介します。来室相談と電話相談がありますので、まずはお電話をください。秘密は厳守します。
電話／3490−2000

教育の統合施設

教育センター
　教育全般の相談に対応する「教育相談セン
ター」をはじめ、教育資料の展示・教職員研修
などの施設があります。教育資料展示室には、
小・中学校、高校の教科書を展示しており、ど
なたでも閲覧できます。

電話／3490−2005
利用時間／�午前9時〜午後5時
休館日／日曜日、祝日、年末年始

お子さんの教育に関することは「教育相談センター」へ

遊びを通した心理療法を行うプレイルーム相談室

育児の情報支援として設けられた子育て支援コーナー。育児書や乳幼児
向けの本を集めている。すぐ隣に児童書のコーナーがある

 「お話しの部屋」では、児童向けに毎週水曜日
午後3時からボランティアによる「おはなし会」
が開かれている

天文関係資料。
特別解説員、林
完次さんの本も
借りられる

教育資料展示室
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日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　　　　　人＝対象・定員
¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　　　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催

＝ E-mail　　　　　　　HP ＝ホームページ (http://）

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

平成 22 年
（2010）
11/21情報館 情報館は4〜7ページです

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）
※定員は実施園、実施内容により異なります。
申利用日の3日前までの午後2時〜5時に､ 希望の園へ
問実施園、保育課運営係☎5742 ー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

　12月に参加できる主な事業　　　　  ※保＝保育園　幼＝幼稚園

●身体測定
　03日㈮＝東品川保
　09日㈭＝荏原西保（乳児）
　10日㈮＝荏原西保（幼児）
　15日㈬＝東大井保
　16日㈭＝八潮西保
●避難訓練
　08日㈬＝八潮北保
●絵本の広場開放
　09日㈭＝西中延保
●キッズタイム
　月＝伊藤保
●リズム遊び
　02日㈭・9日㈭＝南大井保
●お楽しみ会
　14日㈫＝大井保、南大井保
　15日㈬＝ 三ツ木保、南大井保

中原保、五反田保
　16日㈭＝ 西中延保、南大井保

中原保、冨士見台保
五反田保、平塚保

　17日㈮＝ 西中延保、冨士見台保
五反田保、平塚保

　22日㈬＝ 東品川保、小山台保
八潮西保

●もちつき会
　16日㈭＝清水台保
　22日㈬＝中延保、五反田保
●大きくなったねの会
　09日㈭＝西五反田保

日12月11日㈯午前9時15分〜11時30分
場総合体育館
持ち物／上履き、ボール（サッカーボール可）
人小学3 〜6年生50人（抽選）　￥100円
申11月27日㈯までに、往復はがきかFAXで教室名、住所、氏名、電
話番号、学校名、学年をスポーツ協会へ

少年少女フットサル教室　

●クリスマス会
　24日㈮＝東五反田保
●体の話（幼児）
　21日㈫＝中原保
●お話会（幼児）
　24日㈮＝中原保
●園庭開放
　月〜金＝ 西品川保、東五反田

保、大崎保、冨士見
台保、源氏前保

　火・木＝荏原保
　火＝西中延保
　01日㈬＝伊藤幼
　02日㈭＝台場保
　15日㈬＝城南幼、浜川幼
●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
合わせ先は区のホームページを
ご覧ください。

シルバーパスのお知らせ

70歳以上で希望する方へ、都内バス、都営地下鉄、都電などを利
用できるシルバーパス（有効期限23年9月30日）を発行しています。
￥22年度区民税が課税の方 20,510円
　22年度区民税が非課税の方 1,000円
※22年度課税でも、合計所得金額が125万
円以下の方は1,000円。
問東京バス協会☎5308−6950

インタ−ネット公売を実施します
区では、特別区民税などの収納を確保
するため、滞納処分により差し押さえた
財産を、インタ−ネットオ−クションで
売却します。税を納付している大多数の
方と滞納者との間に不公平が生じない
よう取り組んでいる、滞納整理の一環と
して行っているものです。
参加申込締切日／11月24日㈬
※詳しくは、区ホ−ムペ−ジをご覧くだ
さい。　※やむを得ない事情で公売を中
止する場合があります。　
問税務課特別整理担当☎5742−6670

介護者教室〜ストレス解消！
リフレッシュ体操
日12月4日㈯午後2時〜3時30分
人高齢者を介護している方20人（先着）
場申12月3日㈮までに、電話で成幸在宅
介護支援センタ−（中延1−8−7☎3787
−7493）へ

保育ママ制度を利用しませんか
区の認定した事業者がマンションの一
室を利用し、3人の保育ママが家庭的な
保育を行います。保育ママの利用者を
募集します。
利用開始日／23年1月5日㈬
基本利用時間／
午前8時〜午後6時のうち8時間
所在地／東品川4丁目
人0 〜2歳児9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
認定事業者／フローレンス
申12月10日㈮までに、保育課で配布す
る申込書を同課入園相談係（第二庁舎7
階☎5742−6725）へ持参

お知らせ

あそびに来てね

高齢者住宅（単身用）の入居登録者募集
高齢者住宅は、高齢者が安心して暮らせるよう、手すりや緊急通報装置
などを備えた住宅です。23年4月〜24年3月にあき室が生じた時の入居
登録者を募集します。

登録者数／40人程度（選考）
応募資格／次のすべてにあてはまる方
①65歳以上のひとり暮らし
②現在立ち退き要求を受けているか、保安上・保健衛生上劣悪な住宅に
住んでいる
③区内に引き続き2年以上住んでいる
④独立して日常生活が営め、自炊できる
受付場所／254会議室（第二庁舎5階）
申請書など配布場所／高齢者いきがい課（本庁舎3階）、地域センター、
シルバーセンター、在宅介護支援センター
申12月1日㈬〜3日㈮・6日㈪・7日㈫に申請書、申告書、現在の賃貸借契
約書の写しを本人が持参
問高齢者いきがい課高齢者住宅担当☎5742−6735

名称・所在地 規模など 家賃
（ほかに共益費有り）

八潮わかくさ荘
（八潮5−10−27）

8階建て　4 〜8階部分
1戸約29㎡　　単身　全40戸 35,000 〜85,000円

東品川わかくさ荘
（東品川3−1−5）

7階建て　2 〜5階部分
1戸約29㎡　　単身　全50戸 35,000 〜85,000円

大井倉田わかくさ荘
（大井4−14−8）

2階建て　1階部分
1戸約23㎡　　単身　全8戸 30,000 〜70,000円

カガミハイツ
（二葉1−3−28）

3階建て　2・3階部分
1戸約18㎡　　単身　全11戸 25,000 〜67,000円

パレスガル
（南品川4−5−4）

5階建て　1 〜5階部分
1戸約20㎡　　単身　全53戸 30,000 〜75,000円

メゾン琴秋
（豊町6−30−4）

3階建て　1 〜3階部分
1戸約20㎡　　単身　全13戸 30,000 〜73,000円

グレースマンション
（西大井4−12−11）

3階建て　1 〜3階部分
1戸約25㎡　　単身　全12戸 30,000 〜75,000円

アツミマンション
（二葉1−16−14）

4階建て　1・2階部分
1戸約26㎡　　単身　全10戸 30,000 〜75,000円

バンブーガーデン
（豊町6−30−11）

3階建て　1 〜3階部分
1戸約26㎡　　単身　全13戸 30,000 〜75,000円

　オーク中延
（中延4−5−10）

3階建て　2・3階部分
1戸約26㎡　　単身　全7戸 30,000 〜75,000円

高齢者住宅
あっせん事業

住宅にお困りの65歳以上の高齢者などに対して、東
京都宅地建物取引業協会品川区支部の協力により、民
間賃貸住宅をあっせんします。礼金などの転居時の一
時経費を助成します。
問高齢者いきがい課高齢者住宅担当☎5742−6735

※家賃は前年の所得額によって変わります。

ロイヤルクラウンダービー
のティーカップセット

東郷青児の真作油彩

公園内の植物でカードスタンドを作ります。
日12月4日㈯午前10時〜正午
人区内在住の小学生と保護者10組20人（先着）
場申午前9時〜午後5時に、電話でしながわ中央公園管理事務所（区役
所前☎5740−5037）へ

親子で作るドライフラワーのカードスタンド講座
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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

ろば康ひ健

  ������������／午後8時〜午後11時���は午後10時30�まで�午後11時���は午後10時30�まで�11時���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��中央�4階　　　　　　　　　　　　　昭和大学��中央�4階昭和大学��中央�4階

  ����・������・��／午前9時〜午後10時���は午後9時30�まで�午後9時30�まで�9時30�まで�

11月21日�月21日�21日��
23日��
28日��

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 − 7 −25 ☎3450−7650

　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 − 6 − 5 ☎3783−2355

　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 −11−16 ☎3471−2383

　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 − 4 − 2 ☎6909−7111 

  ��������／午前9時〜午後5時���は午後4時30�まで�午後4時30�まで�4時30�まで�

11月21日�月21日�21日��

 柿島医� 大　井 3 −21−10 ☎3775−5171−51715171

 小野寺歯科医� 西五反田 8 − 7 − 2 ☎3493−2727−27272727

 古沢歯科診療所 二　葉 4 −14−16 ☎3781−5068−50685068

 飯塚接骨� 南大井 4 −11− 6  ☎3763−3270−32703270

 荒川接骨� 中　延 4 − 5 −21 ☎3787−9520−95209520

11月23日�月23日�23日��

 たつのこどもクリニック 大　井 1 −32−16 ☎3775−8600−32−16 ☎3775−860032−16 ☎3775−8600−16 ☎3775−860016 ☎3775−8600−86008600

 山村歯科医� 西五反田 1 −32−11 ☎3490−2388−32−11 ☎3490−238832−11 ☎3490−2388−11 ☎3490−238811 ☎3490−2388−23882388

 皆川歯科医� 二　葉 1 −12−10 ☎5702−5888−12−10 ☎5702−588812−10 ☎5702−5888−10 ☎5702−588810 ☎5702−5888−58885888

 目黒整骨� 上大崎 2 −15− 5 ☎3444−7796−15− 5 ☎3444−779615− 5 ☎3444−7796− 5 ☎3444−77965 ☎3444−7796−77967796

 せきね接骨� 戸　越 5 −19−12 ☎3784−2161−19−12 ☎3784−216119−12 ☎3784−2161−12 ☎3784−216112 ☎3784−2161−21612161

11月28日�月28日�28日��

 はせがわ内科クリニック 大　井 3 −25−13 ☎3775−1311☎3775−13113775−1311

 堀内歯科医� 東五反田 2 − 3 − 3 ☎3449−1033☎3449−10333449−1033

 平田歯科医� 豊　町 5 − 1 −12 ☎5498−1260☎5498−12605498−1260

 成進整骨� 大　井 3 − 2 − 2 ☎3775−3166☎3775−31663775−3166

 接骨�オリーブ 旗の台 3 −14−10 ☎5498−5585☎5498−55855498−5585

  ����������／午後5時〜午後10時���は午後9時30�まで�午後10時���は午後9時30�まで�10時���は午後9時30�まで�午後9時30�まで�9時30�まで�

11月2�日�月2�日�2�日�� 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 − 5 − 8 ☎3784−8181
 　　　　　　　　　　　　　昭和大学��中央�4階　　　　　　　　　　　　　昭和大学��中央�4階昭和大学��中央�4階

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

住まいの施工業者を紹介します
住宅の増改築や修繕などの工事をする
方に、品川区住宅センタ−協議会を通じ
て、地元で信頼できる業者を紹介します。
工事内容や工事代金について、業者と
十分に相談したうえで契約をしてくださ
い。また、住宅修築資金融資あっせん
の相談も受け付けています。
●住宅リフォ−ム助成
区内の中小事業者に発注して自宅に区
が定める対象工事を含むリフォ−ム工事
を行った場合、工事費用の5％（上限10
万円）を助成します。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742−6777

箕輪スキ−場スキ−教室
①23年1月11日㈫午後11時～14日㈮午
後9時（往復バス、ホテル2泊、車中1泊）
￥34,000円

申込締切日／12月29日㈬
②23年1月14日㈮午後11時～16日㈰午
後9時（往復バス、ホテル1泊、車中1泊）
￥22,000円
申込締切日／1月5日㈬
───────共　　通───────　　通───────通───────
集合・解散／大井町駅東口
宿泊／ホテルプルミエ−ル箕輪
人各40人（先着）
主催／品川区スキ−連盟
申申込締切日までに、費用を持ってスポ
−ツ協会へ

正月スキ−教室
日12月30日㈭午後11時〜23年1月2日
㈰午後9時（大井町駅東口集合・解散、
往復バス、ホテル2泊、車中1泊）
場志賀高原サンバレ−スキ−場
宿泊／ビワ池ホテル
人30人（先着）
￥41,000円
主催／品川区スキ−連盟
申12月19日㈰までに、費用を持ってス
ポ−ツ協会へ

20代から30代のための料理教室
忙しいときにもすぐできる、おいしくバ
ランスのとれた晩ご飯を作ります。
日12月4日㈯午前11時30分〜午後2時
場きゅりあん（大井町駅前）
内野菜たっぷりナポリタン、豆乳コ−ン
ス−プ、ツナとひじきのサラダ、レモン
ジンジャ−ハニ−ティ−
持ち物／エプロン、三角きん、ふきん2
枚（食器用、台ふきん）
人20 〜30歳代の方24人（先着）
￥1,000円
主催／品川栄養士会
申12月1日㈬までに、電話で健康課健康
づくり係☎5742−6746へ

環境学習講座  お正月の寄せ植え
梅やササなど季節の草花を添えた寄せ
植えを作ります。
日12月16日㈭午後1時30分〜3時30分

講師／金子興一（山草会会員）
持ち物／作品を持ち帰るビニ−ル袋
人20人（抽選）
￥1,030円　
場申12月1日㈬（必着）までに、往復は
がきで講座名、住所、氏名、年齢、電
話番号を環境情報活動センタ−（〠140
−8715品川区役所第三庁舎3階☎5742
−6533）へ
※ HP shinagawa-eco.jp/からも申し込
めます。

八潮高校公開講座
初歩の初歩　野鳥観察
日23年1月15日㈯・22日㈯
午前9時30分〜正午（全2回）
場東京港野鳥公園（大田区東海3−1）
人20歳以上の方20人（抽選）
￥800円（入場料込）
申12月6日㈪（消印有効）までに、往復
はがきで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を同校（〠140−
0002東品川3−27−22）へ
問文化スポ−ツ振興課生涯学習係

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

講座・講演

　

日12月16日㈭午後2時20分〜4時
内助産師による母乳の話、グループワー
クなど
人おおむね1・2カ月児の母親10人

（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788−
7016へ

日12月11日㈯午後1時30分〜3時30分
人精神障害者の家族、関係者30人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788 ー
7016へ

●精神保健相談（こころの病気など）
品川保健センター／7日㈫
大井保健センター／6日㈪
荏原保健センター／10日㈮
●うつ病あんしん相談
品川保健センター／24日㈮
荏原保健センター／1日㈬
●高齢期のこころの相談
品川保健センター／21日㈫
大井保健センター／15日㈬
荏原保健センター／13日㈪・22日㈬
●児童思春期のこころの相談
品川保健センター／1日㈬
大井保健センター／16日㈭
問各保健センター　

母乳相談 12月のこころの健康専門医相談

内 小

薬

お子さん�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〜午前10時　　土・日曜日、祝日／午前9時〜午後5時

精神障害者家族会講演会
統合失調症の薬と入退院を含む課題

内 小

歯

歯

骨

骨
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メイプルセンタ−の講座
①美容・健康・体力ＵＰのための
やさしいエアロ＆ストレッチ
日11月27日〜12月18日の土曜日
午前10時〜11時30分（全4回）
※全11回のうち8回目からの途中入会。
人18人（先着）　
￥5,480円
②シールでペーパーアート
お正月用のはし袋を作りましょう
日12月12日㈰午前10時30分〜正午
※全3回のうち最終回。
人15人（先着）
￥2,500円（教材費込）
③韓国ドラマソングを歌いましょう
日12月2日㈭・16日㈭
午後3時30分〜5時（全2回）
※全5回のうち4回目からの途中入会。
人若干名（先着）　
￥4,900円（教材費込）
───────共　　通───────　　通───────通───────
場申電話でメイプルセンタ−（西大井
駅前☎3774−5050）へ

いきいきウオ−キング　いざ、
泉岳寺、そして六本木ヒルズ
日12月5日㈰午前9時〜正午
コ−ス／日野学園〜泉岳寺〜六本木ヒ
ルズ〜六本木中学校　※約7km。
￥100円　
参当日午前9時〜9時30分に、費用を持っ
て日野学園（東五反田2−11−1）へ
※参加スタンプホルダ−（首にかける名
札）をお持ちの方はご持参ください。
問文化スポ−ツ振興課スポ−ツ係

本のリサイクル市
日12月4日㈯午前9時〜午後3時
※１人20冊以内。マイバッグ持参。
※社会福祉協議会への寄付（1冊10円程
度）をお願いします。
場問品川図書館

（北品川2−32−3☎3471−4667）

冬のバ−ドウォッチング体験
品川＆早川ふるさと交流
冬の野をにぎわす野鳥たちを野鳥公園
の専門ガイドが案内します。
日12月13日㈪〜24日㈮泊（1泊2食）
宿泊／町営ヘルシ−美里（温泉）
交通／
身延線「下部温泉駅」から無料送迎
人区内在住か在勤の方
￥5,800円、小学生以下5,170円

（体験料込）
申電話でヘルシ−美里☎0556−48−
2621へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742−6856

親子でどんど焼き体験
品川＆山北ふれあい交流

「どんど焼き」は子どもの無�息災を願
う地元の神事。竹で高く組んだやぐらを
燃やし、おだんごを焼いて食べます。
日23年1月8日㈯午後3時〜9日㈰午前
10時（現地集合・解散、1泊2日）
場神奈川県山北町「ひだまりの里」
宿泊／丹沢荘（温泉）
人区内在住か在勤の親子10人（抽選）
※大人だけの参加も可。
￥8,000円、小学生以下7,000円

（宿泊費込）
申11月30日㈫（必着）までに、はがき
かFAXに「どんど焼き」とし、参加者
全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・
性別・電話番号を地域活動課市町村交
流担当（〠140−8715品川区役所☎
5742−6856 Fax5742−6877）へ

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　　　　　人＝対象・定員
¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　　　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催

＝ E-mail　　　　　　　HP ＝ホームページ (http://）

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

平成 22 年
（2010）
11/21情報館 情報館は4〜7ページ、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

講座・講演

高齢者や体力が落ちてきた方を対象とした「泳げなくて良いプー
ルでの運動」です。“プールで歩く”運動は、ひざや腰に負担をか
けずに効果的にできます。

￥各5,000円　※③④は各4,000円。
申12月1日㈬（必着）までに、往復はがきで教室名、No. 、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を品川健康センター（〠
140−0001北品川3−11−22☎5782−8507）へ
※おおむね1年以内に受けた健康診断などの結果票が必要です。
ない場合は、手続きできません。

No. 会場 �程 �� 回数 時� 定員
�抽選�

① 戸越台温水プール
（戸越1−15−23） 23年1月13日〜3月17日 木 各10回

09:45 〜10:45
各80人

② 11:45 〜12:45

③ 伊藤学園温水プール
（大井5−1−37） 23年1月17日〜3月28日 月 各8回

09:45 〜10:45

各70人④ 11:45 〜12:45

⑤ 日野学園温水プール
（東五反田2−11−1）23年1月13日〜3月24日 木 10回 13:45 〜14:45

⑥ 八潮学園温水プール
（八潮5−11−2） 23年1月 7日〜3月25日 金 各10回

9:45 〜10:45
各60人

⑦ 11:45 〜12:45

水 中 散 歩 教 室

場八潮学園温水プール（八潮5−11−2）
人18歳以上の方（抽選）
主催／品川区水泳連盟
申11月30日㈫までに、往復はがきで教室名、No.、住所、氏名、年齢、電話番
号をスポーツ協会へ
※参加者には健康診断書を確認させていただきます。

教室名 No. コース �程 時� 定員 費用

健康
水泳教室

① 水中運動 23年1月13日〜
3月10日の木曜日月10日の木曜日 

（全8回）

11:30 〜〜
13:00:0000

20人人

各5,700円
② 泳法指導 30人人

成人
水泳教室

③ 水中運動 23年2月1日〜年2月1日〜
3月22日の火曜日月22日の火曜日 

（全8回）

19:30 〜〜
21:00:0000

10人人

④ 泳法指導 20人人

八潮短期水泳教室

催　し ★

★

　児童センターで活躍するティーンズ（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冬を開催します。どうぞお
出かけください。
※実費がかかるものもあります。

ティーンズフェスティバル2011
 プレイベント冬

中堅所得者向けの�宅で、入居期間
が定められている定期期間入居者を
募集します。

�時 問い合わせ 内容

12/11㈯11㈯1㈯
13:00 〜16:00

ティーンズプラザ東大井
東大井1−22−16
☎3471−1070

ものづくりふぇすた
楽しいものづくり体験イベント

12/11㈯
13:00 〜16:00

ティーンズプラザ中原
小山1−4−1 
☎3492−6119

ハロー♪フレンドフェスタ
音楽・食・あそびを通じた異世代交流ま
つり

12/11㈯
13:00 〜19:00

ティーンズプラザ東中延
東中延2−5−10 
☎3785−0419

ウィンターライブ　2010
バンドライブ＆ゲーム大会

12/11㈯・18㈯
13:00 〜16:00

12/24㈮
15:30 〜17:30

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　
ウィンターフェスタ
ボルダリング競技会、ライブステージ
卓球バトル

12/18㈯
12:30 〜17:00

ティーンズプラザ八潮
八潮5−10−27 
☎3799−3000

サンタライブ
バンドクラブ交流ライブ

12/18㈯
14:00 〜16:00

水神児童センター
南大井5−13−19
☎3768−2027

ティーンズ　なつかしカフェ�すいじん
もんじゃやきや駄菓子をつくってたべよ
う

12/18㈯
15:00 〜16:00

大井倉田児童センター
大井4−11−34　
☎3776−4881

みんなDEあそび隊SP！！
小〜大学生みんなで遊ぼう！

12/18㈯
15:30 〜17:00

ティーンズプラザ平塚
平塚2−2−3　  
☎3786−2228

DaDaDaDance�2010冬
中高生たちのパフォーマンス発表

12/25㈯
16:00 〜18:00

ティーンズプラザ滝王子
大井5−19−14
☎3771−3885

ティーンズ･クリスマスパーティー
ステージ＆食ッキング＆交流ゲーム大会

23年1/8㈯
①16:00から
②18:30から

ティーンズプラザ冨士見台
西大井6−1−8  
☎3785−7834

ティーンズミュージカル2010�発表公演
オリジナル作品「イブ」

23年1/29㈯
13:00 〜15:30

ティーンズプラザ東品川
東品川1−34−9 
☎3472−5806

新春　MINI�FES��
バンドライブ＆参加者体験イベント

区民住宅の
定期期間入居者の募集

入居期間／①23年3月〜24年11月
②23年3月〜27年3月
対象住宅（家族用）／
①パレスガル（南品川4−5−4）
②大文字ビル（中延2−7−7）
人次のすべてにあてはまる方
●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
●現に同居、または同居しようとする親
族がいる
●所得が定められた基準の範囲内
￥97,600 〜175,000円（共益費別）
※所得により異なります。

※所得区分に変更がなければ、毎年、同
じ家賃となります（フラット家賃方式）。
申込のしおり配布場所／都市計画課、
地域センタ−、文化センタ−、行政サ−
ビスコ−ナ−、品川宅建管理センタ−
※区ホ−ムペ−ジからダウンロ−ドもで
きます。
申郵送で12月1日㈬〜8日㈬までの消印
があり、14日㈫までに宅建管理センタ
−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）

●12月1日㈬から申込のしおりを配布します
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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

場問五反田文化センター （〠141−0031西五反田6−5−1☎3492−2451）

　★12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
　　　　　　�ふゆのおほしさま��ふゆのおほしさま�
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
　　　　　　　　��大�星ー木星���大�星ー木星�
※各回とも、前半は当日の星空の解説。
※12月11日㈯の②③は特別投影のため休止。㈯の②③は特別投影のため休止。の②③は特別投影のため休止。のため休止。。
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
観覧方法／当日、会場へ

日12月18日㈯午後6時30分開演
※時間は約2時間。
講師／林完次
人86人（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。
￥500円、4歳〜中学生100円
申12月3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、12月
7日㈫午前10時から電話受付（先
着）。

クラシック音楽の
生演奏をバックに

宇宙へ旅してみませんか

迫力ある360度の
全天デジタルシステム

　　◎特別投影

天体写真家の林完次さんによる星空
の生解説です。
日12月11日㈯㈯
第1回＝午後1時30分
第2回＝午後3時30分
人各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
観覧方法／当日、会場へ

　　◎天体観望会

①カシオペア座
日12月17日㈮午後6時30分〜8時30分㈮午後6時30分〜8時30分午後6時30分〜8時30分
②皆既月食
日12月21日㈫午後4時50分〜7時㈫午後4時50分〜7時午後4時50分〜7時
──────共　　通──────　　通──────通──────
講師／松谷研、宮坂憲夫
人①50人②86人（抽選）人（抽選）（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。
申①12月3日㈮月3日㈮3日㈮日㈮②6日㈪（必着）ま日㈪（必着）まま
でに、往復はがき（家族4人まで）
に「�望会」とし、番号、住所、電�望会」とし、番号、住所、電」とし、番号、住所、電、番号、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　※定員に満たない場※定員に満たない場
合は、①12月7日㈫㈫②10日㈮午前㈮午前午前
10時から電話受付（先着）。

五反田文化センター　新しくなった　プラネタリウム 星空と音楽の夕べ

＊申込はがきやパンフレットは、地域活動課、地域センター、シルバーセンター、文化センター、体育館にあります。

施設名・電話 3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 2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（3月分）　12月1日〜15日（消印有効）に、
申込用はがき＊かFAXに必要事項（代表者の住所・氏名・
電話番号、利用施設、利用月日、人数など）を書いて応
募してください。 
●抽選後の空き室予約　2カ月先までの空き室について
は、利用日の2カ月前の同日午前9時から希望の施設か地
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（3月分）　12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 

保養所でのんびりと 抽選にもれた方も空き室があれば利用できます！

問地域活動課（☎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）

問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）

日12月5日㈰午後1時〜4時
（正午開場）
第1部：記念式典・障害者表彰
第2部：暮らしを支える施設の紹介、
障害者による「よさこいソーラン」
ほか
第3部：新垣勉おしゃべりコンサート
※手話通訳・要約筆記が付きます。
※副音声で舞台の解説をします。
※先着1,000人に障害者手作り作品
を差し上げます。
場・観覧方法／
当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問障害者福祉課

（☎5742−6707 Fax3775−2000）

品川区障害者週間
記念のつどい

12月3日～9日は障害者週間です

場荏原文化センター （中延1−9−15）
問人権啓発課☎3763−539112月4日㈯～6日㈪

小中学生人権標語・ポスター展
人権啓発パネル展

日12月4日㈯〜6日㈪午前9時30分〜午後4時45分
※6日は午後3時まで。

女性弁護士による法律相談

日12月4日㈯ ①午前9時30分〜午後0時30分  
②午後1時30分〜4時30分
人各6人（先着）
申12月3日㈮までに、電話で男女共同参画センター☎
5479−4104へ

映画「西の魔女が死んだ」ＤＶＤ上映会

上映に先立ち、小学生人権メッセージと中学生人権作
文の品川区代表作品を朗読します。
日12月5日㈰
午後1時30分〜3時50分
出演／サチ・パーカー、高橋
真悠ほか　※字幕付き。
人400人（先着）
場・観覧方法／当日、会場へ

人権擁護委員による人権身の上相談

日12月5日㈰ ①午前9時30分〜午後0時30分  
②午後1時30分〜4時30分
人各3人（先着）
申12月3日㈮までに、電話で広報広聴課区民相談室☎
3777−2000へ

家庭教育講演会「賢い親の賢い子育て」

日12月6日㈪午前10時〜正午
講師／安尾久子（品川区教育委員会教育委員長）
人430人（先着）
場参当日、会場へ
※2歳〜就学前のお子さんの託児を希望する方は、11
月29日㈪までに、電話で庶務課へ（20人先着・おや
つ代100円）。
※手話通訳付き。
問庶務課庶務係（☎5742−6824 Fax5742−6890）

©2008「西の魔女が死んだ」
製作委員会

区内で活動している団体の紹介や活動
内容、イベント情報、会員募集やお知
らせなどの情報が閲覧できるウェブサ
イトで、区ホームページからもご覧に
なれます（掲載には事前に登録が必要
です）。

●このウェブサイトの運営団体を募集し
ています
人次のすべてにあてはまる団体
①非営利活動団体
②同サイトに登録している
③ウェブサイト運用に必要な技術を要
し、かつ活動実績がある
申込締切日／11月30日㈫
※詳しくはお問い合わせください。

しながわすまいるネット
（区民活動情報サイト）

登録受付中

HP shinagawa-smile.net

運営団体募集中

問地域活動課協働推進担当
☎5742−6605



四つの基本目標と11の施策目標を定め暴力防止対策を推進していきます。

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。

● 人事行政の運営状況公表　
● 国民年金　

次号予告　12月1日号
平成22年（2010）

11/21
広　報

1773号

問い合わせ

アナログ放送は、あと9カ月で終了します
　総務省東京都中央テレビ受信者支援
センター☎6743－0500
問総務省デジサポ東京中央
☎6743－0500

12月10日㈮までに、意見、住所、氏名を人権啓発課男女共同参画担当（男女共同参
画センター）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。

●「品川区配偶者暴力対策基本計画（案）」の全文は、区ホームページ、男女共同参画センター、区
政資料コーナー （第三庁舎3階）、地域センター、文化センター、子育て支援課（本庁舎7階）、保
健センター、図書館でご覧になれます。

応募方法「品川区配偶者暴力対策基
本計画（案）」に、自由に
ご意見をお寄せください

「品川区配偶者暴力対策基本計画（案）」に
ご意見をお寄せください

　「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の一部改正（19年）にともない、�では、21年に策定した「男
女共同参画のための品川�行動計画（第4次）」の中で、「配偶者からの暴力の防止と被害者支援をめざす取組み」を重点施
策の一つとしました。そこで、�識経験者、��関係団体の代表など13人による「品川�配偶者暴力対策基本計画策定委員会」
で審議し、この度、「品川�配偶者暴力対策基本計画（案）」をとりまとめましたので、その概要をお知らせします。
　より実効性の高い計画にするため、皆さんのご意見をお寄せください。

　　　　　　人権啓発課男女共同参画担当
　　　　　　〠140－0011東大井5－18－1 （男女共同参画センター）☎5479－4104  Fax5479－4111

暴力の未然防止と早期発見 ●暴力防止に向けた啓発活動の推進
　（広報と啓発活動、人権教育）
●若年層に向けた意識啓発の推進
●早期発見への取り組み
　（�民�職務関係者との連携、通報に対する体制の充実）

配偶者からの暴力だけでなく、デートDV＊の問題も深刻で
あることから、若年層に対する意識啓発に積極的に取り組
んでいきます。

1

被害者の立場に立った相談の
充実と支援体制の整備

●相談機能の充実
　（相談窓口の充実、相談環境の安全の確保など）
●安全確保に向けた体制の整備
　（緊急一時保護、関係機関との連携）
●情報の適切な管理
　（被害者情報の秘守）
●自立に向けた支援体制の整備
　（�宅確保の支援、就労の支援など）
●子どもへの支援体制の整備
　（保育�就��心のケアの支援）

被害者が安心して相談できるよう、相談機能の充実を図る
とともに、被害者の状況に応じた支援体制づくりに取り組
みます。

2

人材の育成
●人材育成の推進
　（職員研修、相談員のメンタルヘルス対策）

職務関係者に対して、配偶者暴力に関する正しい知識を深
めるなど、資質の向上を図り、二次被害防止に努めます。

3

�の体制整備および
関係機関などとの連携

●�の体制の整備と施策の推進
　 （配偶者暴力相談支援センター機能の検討、「安心しながわネッ
トワーク」の推進など）

●関係機関との連携の推進
　（関係機関による協議会の設置など）

関係機関、民間の支援団体などとの広域的な連携の強化を
図ります。

4

基本目標 施策目標

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。暴力を未然に防ぐため、暴力防止
に向けた普及啓発を行い、早期発見につなげます。また、暴力を受けた被害者の支援にあたっては、相
談から保護、自立まで、被害者一人ひとりの状況に応じた総合的な支援体制づくりに取り組みます。

計画期間
23 ～26年度（4年間）

＊結婚していない交際相手など、親密な関係にある相手からの暴力

地域の中で、子どもや高齢者への「虐待では？」と感じることがあったらお電話ください

●児童への虐待・ＤＶに関すること　☎3772－6622
●高齢者への虐待に関すること　　　☎3772－6699

しながわ見守りホットライン
11月は児童虐待防止推進月間です

24時間専用ダイヤル

秘密は守ります

古紙配合率70％再生紙を使用しています


