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人

いま

21日号では毎回テーマを設け、

、品川区では。 品川区内の「動き」をお伝えし
ています。

一品ものの治具を、コンピュータで設計し、加工機械を使って
製造する㈲川田製作所の川田雅展さん。蓄積したノウハウをフ
ル活用しながら、短い納期とコストダウンを求める顧客の要望
に応えています。

じ ぐ

めっきの加工メーカーである㈱三ツ矢で 年以上にわたり技術
を極めてきた小澤茂男さん。代表作の一つは、スペースシャト
ルで行われた半導体製作の実験装置のために開発した合金の
めっきです。
40

世界に誇れる技術力！

品川区のものづくり

技

品川区にはたくさんのものづくり企業があり、京浜工業地帯発祥の地として、日本の工業を最前線で
リードしてきました。それは今も変わらず、中小企業でありながら、特定分野で高いシェアを持つ企業、
国家レベルでの開発に貢献している企業、最先端の技術開発に携わる企業などがあり、区はそうした
企業のものづくりを様々な方向から支援しています。
今号では、品川から生まれる世界に誇れる技術力、果敢に挑戦するものづくり精神をご紹介します。

創
モノレール「天王洲アイル駅」に近い、
天王洲創業支援センター
に入居する㈱ウェル。韓国や台湾の協力工場とやり取りしなが
らＩＣテストチップを生産する同社にとっては、羽田空港から
のアクセスの良さや区の認定による信頼性は大きな利点です。

相互発條㈱は、航空機の重要な部品などを製造する世界的なバ
ネメーカーです。写真の
「ショットピーニング」
の設備導入には、
区の「新製品・新技術開発促進事業」による助成金が一部あて
られています。

技

航空機の主脚を支えるチタン合金製のバネ

品川区から生み出す最先端の技術と製品
航空機に使用するバネを開発
相互発條（株）は品川区二葉にあり、創業は昭和14年。戦時中から軍
需産業用にバネを生産してきました。現在もその技術への評価は高く、
最高レベルの安全性が必要とされる航空機やロケットなどにも同社のバ
ネが採用され、米国の大手航空機メーカーの指定工場の資格も取得し
ています。
数年前、ある航空機の主脚のバネが破損し、日本の航空会社から独
自にバネを作ってほしいという依頼がありました。相互発條では日本の
航空会社の要望に応える、耐久性の高いバネを開発。平成22年末から
実用化されています。

世界の航空業界の認証を得るための設備に投資

大小様々なバネを製造する相互発條 （株）の上木晴幸さん

つなぐ

品川のものづくりを応援

●企業と企業をつなぐビジネスマッチング

区では、中小企業が持つ優れた技術や製品を、大手企業などの研究開発部門に
PR・提案し、技術の共有や製品開発を創出するビジネスマッチングに力を入れてい
ます。区内に本社を持つ大手
メーカーの工場・研究所など
を中心に区内中小企業を紹介
したり、展示会を行うなど、
マッチングの場の創出に努め
ています。
また近隣の大田区、川崎市、
横浜市といった京浜工業地帯
の自治体とも連携し、区内の
中小企業の独創的な価値を損
なわないマッチングにも取り
ビジネスマッチングのための展示会
組んでいます。
「品川区新製品・新技術クラスターフェア」

品川 て
はじめ
物語

トランジスタラジオ「TR-55」

近年、航空機の部品製造には「NADCAP（ナダキャップ）
」と呼ば
れる国際的な認証が必要となり始めました。これは米国の大手航空機
メーカーが中心となって立ち上げた認証制度です。相互発條では、す
でにいくつかの工程で認証を受けてきましたが、一昨年からはバネの強
度を高める「ショットピーニング」の製造工程での認証獲得へ向け、必
要な環境を整えてきました。その設備導入の資金の一部には、区の「新
製品・新技術開発促進事業」による助成金があてられています。

革新を続けるために区が応援
「世界基準の技術があっても認証を受けなければ、製品を納められま
せん。認証に必要な設備や人材教育には費用がかかりますので、区の
協力は助かりますね」と、取締役事業部長の上木晴幸さん。
ものづくりは時代、そしてお客様のニーズにあわせて革新を続けるこ
とが求められているのです。

資金

品川のものづくりを応援

●ビジネス化のための様々な助成金事業

社会のニーズを先取りし、先端の技術や製品を開発するには先行
投資が必要です。アイデアと技術がありながら、資金的な事情によっ
てビジネス化できない場合が多くあります。区では、中小の製造業
者を対象とした様々な助成事業を設けています。
問い合わせ／ものづくり・経営支援課☎5498−6333

江戸時代から交通の要所として栄えてきた品川。明治維新後はものづくりのまちとして花開き、品川区で発
祥し、今では世界に名の通った大企業も多くあります。品川生まれの製品をリストアップすると「え、これもあ
れも品川生まれ？」と驚くばかり。品川区で始まったものづくりの品々をご紹介しましょう。
●ガラス 明治６年に日本で最初の洋式ガラス工場が目黒川の河畔に開業。●椅子 明治の初めに古家豊吉が日本人の体格に合う
西洋椅子を完成。●ペンキ 明治13年に茂木重次郎が国産第１号のペンキ製造に成功し、同29年に工場が新設。●レンガ 明治
20年、耐火レンガを製造する品川白煉瓦が北品川で創立。●段ボール 明治42年、井上貞次郎が北品川で段ボールを発明。●セ
メダイン 東五反田のセメダインが大正12年に国産接着剤の製造に成功。●オートバイ 昭和11年、北品川で国産ハーレー第１号

セメダイン

の「陸王」が完成。●クリーム状洗顔料 昭和9年、東品川のロゼットが日本初のクリーム状洗顔料を発売。●トランジスタラジオ
昭和30年に御殿山の東京通信工業（現・ソニー）が日本初のトランジスタラジオを発売。●鉛筆削り 東大井の三菱鉛筆が昭和
32年に１枚刃できれいに削れる手動式鉛筆削り器を発売。●カメラ 昭和23年、西大井の日本光学工業（現・ニコン）が日本初の
精密小型カメラを発表。●人工雪 東品川の東洋製作所が昭和56年に世界で初めて天然に最も近い六角結晶雪を製造。
一眼レフカメラ「ニコンF」

〈広告〉

生 涯 学 習 へ の お 誘 い

洋 裁 教 室
自由教材

入学毎月初

●週 1 回コース ㈫㈭午後／㈬夜
●月 2 回コース ㈬午後

宮川文化服装専門学校

習
体験学 ク
ッ
バ
トート
3/9 ㈬

要予約

☎03−3491−2333

品川区大崎 4−5−20
問合わせ・申込みは電話、HP で http://www.miyakawabunka.com

（）

創

世界を相手に時代をリード

人

技術者の技と心意気

コンピュータと工業用ロボットの登場で、ものづくりの現場は大きく変わりました。し
かし、いつの時代も新しい製品や技術を発想し、手を動かしながら形にするのは人間です。
区内にも、発想と技で勝負するものづくりの達人たちがいます。

製品の質は使う人を思いやる「こころ」で変わる
（有）川田製作所代表取締役 川田雅展さん
祖父から3代にわたって製造業を営んでいます。明治生
まれの祖父は刀鍛冶としての修行を積んだ後、オートバイ
の部品加工をするようになりました。跡を継いだ父も部品
製造の技に磨きをかけ、昭和40年代にはテレビやラジオの
部品を加工する「フォーミングマシン」を製造するように
なりました。
しかし時代の流れとともに仕事が減り、15年ほど前から
はフォーミングマシンの技術を
進化させ、組立治具を設計製造
しています。より精度の高い治
具を早く納めることができるよ
う心がけ、今では組立治具メー
カーとして多くの会社と取り引

ICチップの基盤プレート。ICチッ
プは小型化が進んでおり、テス
トチップの開発にも高度な技術
が求められている。小さな四角
の一つ一つがテストチップ

大手メーカーの依頼を受けて、
ICテストチップを供給する（株）
ウェルの江田尚之さん

ICテストチップで
電子機器の製品化の可能性をさぐる

きさせていただいています。
多くの製造業と同様、治具も海外での製造へシフトしつつ
ありますが、
日本のものづくりには、
使う人を思いやる
「こころ」
があると思うんですね。それは製品の質に現れると思います
し、そういう心のこもったものづくりをこれからもしていきた
いです。そして質の高い日本のものづくりの需要は、必ず回
復すると信じています。

天王洲創業支援センターに入居する（株）ウェルは、テスト用の
ICチップを製造する会社です。平成16年10月に創業し、19年1月に
入居しました。
携帯電話やデジタルカメラなど電子機器の分野では、小型化と
多機能化がどんどん進んでいます。メーカーは新製品の設計を進め
ますが、製品化できるかを検証するには電子機器の心臓部である
ICチップが必要です。ウェルでは、ICチップづくりの技術を生かし、
大手メーカーからの要請に応じて、テスト用のチップを小さいロッ
ト（単位）で製造しています。

じ ぐ

治具：工作機械を使った製品加工で、同一形状の品物を大量に作ることを助ける器具

「良いものを作ってもらった」の声が挑戦のエネルギー源

羽田からのアクセスの良さと区のバックアップで
取り引きもスムーズに

（株）三ツ矢常務取締役 小澤茂男さん
大学で化学を学んだのち、昭和42年に三ツ矢に入社しました。当
時はめっき加工に重金属を使っていたのですが、法律で規制される
前から重金属を処理する設備を整えており、環境に配慮する会
社の姿勢にひかれました。
めっきの製造工程では、何千、何万という数の金属部品に
めっきを施すため専用の液に漬けますが、その液の管理が
非常に難しいのです。安定した表面加工
を行うためには、専用の加工設備を開発
する必要があり、私は技術者として約40
年間、その開発に携わってきました。
いつも挑戦です。一つ開
発するとすぐに次の課題が
生まれ、そのくり返し。成
功よりも失敗の方が多いのが現実ですね（笑）
。成功
の秘けつは、失敗してもくじけないこと。素材は日々
変化し、お客様の要求も高くなっており、挑戦は限
りなく続きます。そのなかで技術者の喜びは一つ。
お客様に「良いものを作ってもらった」と言ってい
ただけることです。
金めっきをかけたネジ

代表取締役の江田尚之さんは、天王洲創業支援センターへの入
居の利点を「協力工場が台湾や韓国にありますので、羽田空港から
のアクセスの良さは助かりますね。ベンチャー企業にとっては、品
川区の施設に入居していることが信頼となります。区の企画を通じ
て、低予算で大きな展示会に出展したり、大手企業に対してプレゼ
ンできるなどメリットは大きいですね」と、語っています。

拠点

品川のものづくりを応援

●創業支援センター
（区内４カ所）を設置

品川区は、新しいものづくりに挑戦する企業を支援しています。区
では中小製造業者のオフィススペースとして、区内3カ所（西大井、
天王洲、広町）に「創業支援センター」を設置しています。そのほ
か商業・サービスの拠点として、武蔵小山にも創業支援センターが
あります。

− −

−
−

申

Fax

申
場 問

５７４２ ６８５３）

■出店者募集
●3月6日㈰午後2時～6時
戸越銀座銀六商店街
募集数／50店 出店料／無料
往復はがきでギャラリーカメイ（〠142−
0042豊町1－4－16☎3783－0808）へ
●3月12日㈯午前10時～午後2時
※雨天は13日㈰。
募集数／60店 出店料／800円
当日、しながわ区民公園（勝島3－2）へ
守本☎3763－7613

リサイクルショップ「リボン」

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。

ご来店をお待ちしています。18歳以上の方
ならどなたでも出品できます。希望する方は
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。
定休日／両店とも水曜日
旗の台店「入園・入学用品」出品募集
手数料／出品1点につき100円
3月4日㈮まで 午後1時～4時
※販売実費として、売り上げの40％をいた
※予約なしでお持ちください。
だきます。
※身分証明書をお持ちください。
※不用品交換情報ボ－ドは無料です。ご希
※出品は1人1回10点までです。
望の方は来店してください。
※買い物袋をお持ちください。
大井町店
リサイクル情報紙「くるくる」
広町2－1－36 第三庁舎2階
「ゆずりたい物」
「ゆずってほしい物」を紹介
☎5742－6933
しています。
「くるくる」は、毎月1日発行で
営業時間／午前11時～午後5時30分
地域センター、図書館などに置いてあります。
取扱商品／家具、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に運 掲載希望の方は、電話かFAXでお申し込みく
ださい。
送業者を紹介します（運送料は有料）
。
日

フリーマーケット
場

１☎３４９０ ７０９８）

−

■拠点回収（古着、廃食用油）
3月12日㈯・26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）

問 環境課清掃担当
（第二庁舎４階☎５７４２ ６８４３

問 品川区清掃事務所（大崎１

14

ご協力ください

じ ぐ

治具の一部

（）

情報館

平成 23 年
（2011）
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●費用の記載のないものは無料

日 ＝日時・期間

場 ＝会場・場所

●対象は原則として

¥ ＝費用・料金

参 ＝参加方法��
� 申 ＝申込方法

区内在住・在勤・在学の方
������������

情報館は4 〜7ページです

春の子ども環境学習講座
気象予報士から学ぼう

人
申 問

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。
利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 希望の園へ
実施園、保育課運営係☎5742−6724

3月に参加できる主な事業

※保＝保育園

天気の不思議と環境について、実験をしながら楽
しく学びます。
番号

幼＝幼稚園

日程

内容・講師
わた

●ウキウキフェスティバル
11日㈮＝南大井保
●体の話（幼児）
22日㈫＝中原保
●お話会（幼児）
29日㈫＝中原保
●園庭開放
月～金＝西品川保、東五反田保、源氏前保、大崎保
冨士見台保、荏原西保
火・木＝荏原保
火＝西中延保
2日㈬＝城南幼
2日㈬・8日㈫＝台場保
8日㈫・22日㈫＝伊藤幼
●保育体験
3
 9保育園で実施（二葉つぼみ保育園を除く）

※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。

①

3�����
月19日㈯

綿で雲の図鑑を作ろう
岡田亜紀子（気象予報士）

②

3�����
月����
20��
日㈰

雨量計を作ろう
尾崎里奈（気象予報士）

③

3�����
月21日㈷

霜柱実験器を作ろう
浅川かがり（気象予報士）

※時間は午後2 ～4時。
申
人 場

●身体測定
4日㈮＝東品川保
9日㈬＝東大井保
17日㈭＝八潮西保
●避難訓練
9日㈬＝八潮北保
●絵本の広場開放
17日㈭＝西中延保
●キッズタイム
月＝伊藤保
●リズム遊び
10日㈭・17日㈭・24日㈭＝南大井保
●ひなまつり
2日㈬＝三ツ木保
3日㈭＝大井保、ゆたか保、西大井保、中延保、
西品川保、一本橋保、西五反田保、清水
台保、二葉保、東五反田保、南ゆたか保、
南大井保、東品川保、源氏前保、小山台保、
中原保、大崎保、水神保、平塚保、八潮
西保、西五反田第二保

問＝問い合わせ・主催

＝ E-mail���
�HP ＝ホームページ (http://）

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
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。

内 ＝内容���
� 人 ＝対象・定員

小学3 ～6年生各30人（抽選）
3月2日㈬（必着）までに、往復はがきで講座
名、番号、参加者全員の住所・氏名・学年・電話
番号を環境情報活動センター
（〠140－8715品川
区役所第三庁舎3階☎5742－6533）へ
※重複申込可、希望日ごとにはがき1枚。
※ HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

健 康 ひろ ば
シルバーパスのお知らせ

問

2月に新しくできた「こみゅにてぃぷらざ八潮」で、いきいき筋力向上ト
レーニングがスタートします。筋力アップで体力維持に役立てましょう。
日 場 内

いきいきコース参加者募集

人

4月13日㈬～9月14日㈬午後2時～3時30分（全22回）
こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
マット運動、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をめざします。
※筋力トレーニングマシンは使用しません。
次のすべてにあてはまる方16人（抽選）
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
④3月9日㈬午後に行う説明会に出席できる
4,400円
2月28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－ツ＆ライフ 0120－919－573へ
高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733
￥ 申
問

人
内

トレーニング協力員募集

問
申

会場の準備、トレーニングの補助などをしてくれる方6人
（選考）
謝礼／1回2,000円
本人が電話でコナミスポーツ＆ライフへ
（）

3月のこころの健康専門医相談
●精神保健相談（こころの病気など）
品川保健センター／1日㈫

大井保健センター／7日㈪
荏原保健センター／18日㈮
●うつ病あんしん相談
品川保健センター／25日㈮
荏原保健センター／2日㈬
●高齢期のこころの相談
品川保健センター／14日㈪
大井保健センター／16日㈬
荏原保健センター／7日㈪・23日㈬
●児童思春期のこころの相談
品川保健センター／2日㈬
大井保健センター／24日㈭
各保健センター
問

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

助産師から母乳の飲ませ方や母乳育児
のポイントを聞き、子育てについて話を
しましょう。
3月3日㈭午後3時10分～4時10分
おおむね1・2カ月児の母親20人
（先着）
2月22日㈫から、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2903へ
申
日 人 場

￥

70歳以上で希望する方に、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9月30日）を発行しています。
22年度の区民税が課税の方
20,510円
22年度の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。
東京バス協会☎5308－6950

母乳相談

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！

内 ＝内科 小 ＝小児科 歯 ＝歯科 骨 ＝接骨 薬 ＝薬局
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）
旗の台 1 − 5 − 8 ☎3784−8181
小 品川区こども夜間救急室
月〜金曜日
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）
内 小 品川区医師会休日診療所
北品川 3 − 7 −25 ☎3450−7650
内 小 荏原医師会休日診療所
中 延 2 − 6 − 5 ☎3783−2355
2�����
月����
27日�
㈰
薬 品川薬剤師会薬局
北品川 3 −11−16 ☎3471−2383
薬 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）
内 小 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19 －11 ☎5762－2789
歯 天王洲郵船ビルクリニック 東品川 2 － 2 －20 ☎5462－2020
2�����
月����
27日�
㈰ 歯 嶋田歯科医院
平 塚 2 －14－ 2 ☎3784－3684
骨 篠原接骨院
西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
骨 誠道館清水接骨院
小 山 3 －16－ 5 ☎3783－0685
土曜日夜間／午後5時〜�������������������
�����
午後�����������������
10時（受付は����������
午後��������
9時30分まで）
旗の台 1 − 5 − 8 ☎3784−8181
小 品川区こども夜間救急室
2�����
月����
26日�
㈯
	������������������������
�����������
昭和大学病院中央棟4階
※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） ●救急相談センター
☎5272−0303
☎＃7119 IP電話などは☎3212−2323
●品川消防署
●大井消防署
●荏原消防署
☎3474−0119
☎3765−0119
☎3786−0119
お子さんの急な病気に困ったら

●小児救急電話相談
☎＃8000 IP電話などは☎5285−8898
月〜金曜日／午後5時〜午後10時
土・日曜日、祝日／午前9時〜午後5時

問い
合わせ

●文化スポーツ振興課 Fax5742−6585・6893 ●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠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

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

介護者教室
家庭介護の安心アドバイス
日 内

お知らせ

3月26日㈯午後2時～3時30分
認知症介護の悩み解決
講師／別府明子（心理カウンセラー）
35人（先着）
3月25日㈮までに、電話で荏原在宅
介護支援センター
（荏原2－9－6☎5750
－3704）へ
申
人 場

3月の区議会

〠140−0014

大井2−27−20 ☎3772−2666

〠142−0063

荏原2−9−6 ☎3788−7016

●荏原保健センター

②自営業や給与所得以外の収入があり、 品川区次世代育成支援対策推進
協議会の委員を募集します
確定申告をした方＝
21年分確定申告書（控）の写し
区では、22年3月に策定した「次世代育
③ ①②のいずれも提出できない方＝
成支援対策推進行動計画（後期）
」に基
区指定の年間給与証明、年間収入申告書
づき施策を推進しています。その状況に
ついて区民からのご意見をお聞きする場
保育ママ制度を利用しませんか
として、学識経験者や区民などで構成さ
区が認定した事業者が、ビルの1室を利
れた「品川区次世代育成支援対策推進
用し、新規に開設します。3人の保育マ
協議会」を設置しています。今回は第4
マが家庭的な保育を行います。
期の区民委員を公募します。
4月1日～25年3月31日
利用開始日／4月1日㈮
20歳以上で区内に引き続き1年以上在
基本利用時間／
午前8時～午後6時で8時間以内
住・在勤・在学し、協議会に出席できる
所在地／西五反田5－6－30
方5人（書類選考）
0 ～2歳児10人（選考）
提言や審議を行なう会議への出席
申込要件／週4日以上で1日6時間以上就 （年2回程度）
3日22日㈫までに、青少年育成課で配
労をしている方
基本保育料／月20,000円
布する申込用紙、次世代育成支援対策
認定事業者／空のはね
に関する意見（800 ～1,200字程度）を
申込書などの配布場所／保育課、区立
同課計画調整係（〠140－8715品川区
保育園
役所第二庁舎7階☎5742－6385）へ郵
3月4日㈮までに、申込書を保育課入園
送か持参
相 談 係（ 第 二 庁 舎7階 ☎5742－6725） ※申込用紙は区ホームページからダウン
か区立保育園へ持参
ロードもできます。
○区ホームページから電子申請もできます。
申

問

人

一部区民住宅の家賃を値下げしま
した

密集事業地区のまちづくり相談会

定期期間入居者を随時募集しています。
対象住宅（家族用）

入居期間

大文字ビル
（中延2－7－7）

防災性の向上や住環境の改善を図るた
め、道路・公園の整備や老朽住宅の建
て替え促進を行っています。
3月6日㈰午前10時～午後4時
事業に関する疑問や建て替えの相談
対象事業地区／旗の台4丁目、 中延2・
3・5丁目、東中延1・2丁目、豊町4 〜
6丁目、二葉3・4丁目、西大井6丁目
対象事業地区にお住まいの方
当日、第二庁舎3階ロビーへ
防災課防災整備担当☎5742－6779
日 内

パレスガル
3����
月���
1��
日～
（南品川4－5－4）
24�������
年������
11����
月���
30�
日
3����
月���
1��
日～
27������
年�����
3����
月���
31�
日

人

申

参
日 場
問

家庭用防災用品をあっせんします
家庭の防災対策の基本は、自ら防災意識
を持ち、備えることです。家具転倒防止
器具、避難用品、保存食糧などを特別
価格であっせんしますので、ご利用くだ
さい。
※詳しくは、防災課（第二庁舎4階）
、地
域センターで配布するちらしか、区ホー
ムページをご覧ください。
防災課普及係☎5742－6696
問

問

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
家賃／月97,600 ～175,000円
（共益費別）
※入居者の所得区分に応じて家賃が決
定します。所得区分に変更がなければ、
毎年同じ家賃となるフラット家賃方式を
採用します。
※詳しくは品川宅建管理センターへお問
い合わせください。
品川宅建管理センター☎5749－8661
都市計画課住宅運営担当☎5742－6776

参
人 場 問

問

次のすべてにあてはまり、22年度申
請書を提出していない方（途中入園や転
入の方を含む）
● 区内在住で、当該月の初日に認証保育
所（区外含む）に在籍し、月160時間以
上の月ぎめ契約をしている
● 保育料を滞納していない
助成金額／認可保育園に入園した場合
の保育料と負担している基本保育料との
差額 ※月額は上限66,000円。
申請書配布場所／保育課、入所してい
る認証保育所
※区ホームページからダウンロードもで
きます。
3月18日㈮（必着）までに、申請書と
下記のうち必要な書類を保育課保育計
画係（〠140－8715品川区役所第二庁
舎7階☎5742－6723）へ郵送か持参
○22年度、認可保育園への入園申込を
していない方は、同一生計すべての方の、
次のいずれかの書類の提出が必要です。
①給与所得のみの方＝
21年分源泉徴収票の写し

昨年8月から、改修工事のため休館してい
たゆたかシルバーセンターが再開します。
●内覧会を行います
2月24日㈭午前10時〜正午
当日、ゆたかシルバーセンター
（豊
町3－2－15）へ
───────共����������
通───────
��������
高齢者いきがい課シルバーセンター係
☎5742－6946

●大井保健センター

申

申

日 人 場

22年度認証保育所保育料助成
金の申請は3月18日㈮までに

3月1日㈫から、ゆたかシルバー
センターが再開します

〠140−0001 北品川3−11−22 ☎3474−2225

内

問

私立幼稚園にお子さんを通園させてい
る保護者で、まだ22年度補助金の申請
書を提出していない方
※所得制限有り（区民税所得割額263,500
第1回東京二十三区清掃一部事 円以下の世帯が対象）
。
務組合議会定例会
※途中入園や転入の方を含む。
2月22日㈫午後2時30分から
3月2日㈬（必着）までに、保育課で
30人（先着）
配布している申請書を同課保育計画係
・傍聴方法／当日午後1時30分から、東 （〠140－8715品川区役所第二庁舎7階
京区政会館（千代田区飯田橋3－5－1）へ
☎5742－6723）へ郵送か持参
同議会事務局☎5210－9729
※23年4月に入園する方へは、私立幼稚
園を通じて申請書を配布します。
23年 度 の 国 民 年 金 保 険 料 は、月額
15,020円になります。
月々納付書で支払うほか、様々な前納
割引制度があります。中でも口座振替で
1年分の保険料
（176,460円）
を支払う
「口
座一年前納」は、月々定額を支払うのに
比べ3,780円割引きになります。
新たに「口座一年前納」を希望する方
は、2月28日㈪までに品川年金事務所へ
申し込んでください。
品川年金事務所☎3494－7831

●品川保健センター

日 人

人

22年度私立幼稚園補助金の
申請は3月2日㈬までに

23年度国民年金保険料が決まり
ました

〠142−0042
豊町2−1−17
☎3781−6600
Fax3781−6699

人

本会議／29日㈫午後1時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
1日㈫午前10時
行財政改革特別委員会／2日㈬午前10時
環境対策特別委員会／3日㈭午前10時
予算特別委員会／
7日㈪・8日㈫・10日㈭・11日㈮・14日㈪・
15日㈫・16日㈬・22日㈫午前10時
※日時は、変更する場合もあります。
区議会事務局☎5742－6809

●戸越体育館

区議会の
荏原第三地域センター・
区民集会所は移転します

問

荏原第三地域センターの建て替えに伴い、仮移転します。
移転期間／5月2日㈪～24年7月（予定）
移転先所在地／平塚3－9－1（荏原平塚中学校跡地）
荏原第三地域センター☎3783－2000
※電話番号は変わりません。

浅草線

★

戸越駅

第二京浜

5月2日㈪から

至五反田

仮移転先

池上線

京陽小学校

荏原消防署

荏原平塚学園

★

戸越銀座駅

中原
街道

戸越銀座通り

現在地

4月28日㈭まで

420号（26号）線通り

ケーブルテレビ放送
本会議での施政方針、代表質問、一般質問の様子が、ケーブルテレビ品川で放送されます。
本会議の放送では、手話通訳を取り入れてます。
内

容

放送日時

内

容

放送日時

濱野区長
2/28㈪18:00 ～18:45
2/23㈬ 施政方針 （再）3/5㈯09:00 ～09:45

藤原 正則（無会）
3/3㈭18:00 ～18:45
2/24㈭ 一般質問 （再）3/6㈰11:00 ～11:45

松澤 利行（自民）
2/28㈪20:00 ～21:00
2/23㈬ 代表質問 （再）3/5㈯11:00 ～12:00

稲川 貴之（民主）
3/3㈭20:00 ～20:45
2/25㈮ 一般質問 （再）3/6㈰14:00 ～14:45

若林 広毅（公明）
2/28㈪21:00 ～22:00
2/23㈬ 代表質問 （再）3/5㈯14:00 ～15:00

市川 和子（ネット）
3/3㈭21:00 ～21:45
2/25㈮ 一般質問 （再）3/6㈰16:00 ～16:45

宮崎 克俊（共産）
3/1㈫18:00 ～19:00
2/23㈬ 代表質問 （再）3/5㈯16:00 ～17:00

沢田 洋和（自民）
3/4㈮18:00 ～18:45
2/25㈮ 一般質問 （再）3/6㈰18:00 ～18:45

阿部祐美子（民主）
3/1㈫20:00 ～21:00
2/24㈭ 代表質問 （再）3/5㈯17:00 ～18:00

山路 良成（公明）
3/4㈮20:00 ～20:45
2/25㈮ 一般質問 （再）3/6㈰20:00 ～20:45

須貝 行宏（無ク）
3/1㈫21:00 ～22:00
2/24㈭ 代表質問 （再）3/5㈯18:00 ～19:00

安藤 泰作（共産）
3/4㈮21:00 ～21:45
2/25㈮ 一般質問 （再）3/6㈰21:00 ～21:45

渡辺 裕一（自民）
3/2㈬18:00 ～18:45
2/24㈭ 一般質問 （再）3/5㈯20:00 ～20:45
武内
忍（公明）
3/2㈬20:00 ～20:45
2/24㈭ 一般質問 （再）3/5㈯21:00 ～21:45
飯沼 雅子（共産）
3/2㈬21:00 ～21:45
2/24㈭ 一般質問 （再）3/6㈰09:00 ～09:45

ケーブルテレビで放送された会議の��
様子
は、放送終了後に品川区議会ホームページ
で配信します。また、DVD・ビデオテープ
を貸し出しています��������
ので、�����
希望の方は電話
で区議会事務�������������
局������������
☎5742−6810へ。

（）

情報館

平成 23 年
（2011）

2/21

●費用の記載のないものは無料

日 ＝日時・期間

場 ＝会場・場所

●対象は原則として

¥ ＝費用・料金

参 ＝参加方法��
� 申 ＝申込方法

区内在住・在勤・在学の方
������������

￥

講座・講演

申

申

消費者講演会
TPPについて考える

人

申
場
日

③

週�������
5������
日（月～土）
7���������������
:��������������
30 ～�����������
������������
15:30������
のうち���
5��
時間

④

週�������
5������
日（月～土）
12���������������
:��������������
30 ～�����������
������������
20:30������
のうち���
5��
時間

⑤

保育
スタッフ

⑥

週�������
5������
日（月～土）
16���������������
:��������������
00 ～�����������
������������
22:00������
のうち���
5��
時間

交通費

なし

各������
1,200�
円

―

各������
1,500�
円
保育士資格

○
1,800�
円

週3日（月～土）
7:30 ～20:30のうち7時間45分

1,500�
円

①確定申告書などの「控え」に税務署の受付印が必要な方は、控えに住所・氏名な
どをボールペンで記載のうえ、返信に必要な切手を貼った返信用封筒を同封して
ください。
②税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に該当しますので、郵便か信書便で
送付してください。この場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなすこ
とになりますが、郵便か信書便以外（宅配便など）で送付した場合は、税務署に到
達した日が提出日となりますので、ご注意ください。

●タックスアンサーをご利用ください

1,400円

4���������
/��������
8 ～������
�������
10����
/���
28�
の
金曜日
13:30 ～�����
������
15:00
（全19回）

16�����
～69歳で
健康な方
40�
人

2,700�
円

②チャレンジ

健康な
体づくり

4���
/��
6�
㈬
11:00�
〜

四泳法の
4���
/��
4�
㈪
基本を学ぶ 13:30�
〜

申
場

※参加費のほか、プール入場料として1回350円が必要です（70歳以上の方は無料）
。
※60歳以上の方は、過去1年以内の健康診断結果の写しを説明会当日に提出してい
ただきます。
3月4日㈮までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名（ふりがな）
、年齢、
電話番号を荏原文化センター（〠142－0053中延1－9－15☎3785－1241）へ
（）

高齢者や体力に自信のない方を対象とした「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、膝や腰に負担をかけずに効果的にできます。
①②各5,000円 ③④各3,500円 ⑤3,000円 ⑥⑦各3,500円
3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。
No.

会場

日程

曜日

60����
歳以上で
健康な方
50人

説明会

水 中 散 歩 教 室
￥ 申

4���������
/��������
13 ～�����
������
6����
/���
29�
の
水曜日
①シルバー
11���������
:30 ～�����
������
13:00
（全10回）

内容

品川税務署☎3443－4171
荏原税務署☎3783－5371

●ご注意ください

人 申

初心者でも安心な泳力別指導です。毎回看護師による健康チェックがあります。
参加費
対象（抽選）
（保険料込）

3月19日㈯午後2時～3時
（午後1時30分開場）
荏原文化センター
（中延1－9－15）
アリ・ババと40人のどろぼう他
演者／朗読＝黒澤明子、石﨑一気
ピアノ演奏＝吉田幸子
朗読を楽しみたい方135人（先着）
電話で品川図書館☎3471－4667へ
○区ホームページから電子申請もできます。

国税庁ホームページ HP www.nta.go.jp/には、よくある質問に対する回答を税金の種
類ごとに、24時間いつでも調べることができる「タックスアンサー」がありますので、
ぜひご利用ください。

荏 原 文 化 セ ン タ ー 水 泳 教 室
日時

春の図書館フェア（朗読会）
春風の中で楽しむ世界の童話
クラシックの名曲にのせて

税 のたより

勤務期間／採用日～24年3月31日
18歳以上（高校生不可）で、働く意欲のある健康な方
3月18日㈮（必着）までに、封筒に「非常勤職員」とし、写真付き履歴書に
区分を書いて保育課保育計画係（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階☎5742
－6723）へ郵送か持参

コース

★

問

週�������
5������
日（月～土）
13���������������
:��������������
30 ～�����������
������������
20:30������
のうち���
3��
時間

時給

★

人 申

場 人

日

週5日（月～土）
7���������������
:��������������
30 ～�����������
������������
13:30������
のうち���
3��
時間

資格

し

場 内

参
場

勤務日時

催
日

自由貿易後の輸入食品や日本の農業・漁
業の行方を解説します。
3月14日㈪午後2時～4時
講師／山浦康明（日本消費者連盟事務局長）
20人（抽選）
主催／品川区消費者団体連絡会
3月1日㈫までに、往復はがきで講
演会名、住所、氏名、年齢、電話番号
を消費者センター
（〠140－0014大井1
－14－1☎5718－7181）へ
日

日 内 ￥

バドミントン教室

日 場 問

②

保育園
業務補助

簡単な読み・書き・計算を行う学習者の
サポートをします。
週1回、午前中に行う教室の手伝い
区内在住の60歳までの方で、3月28日
㈪の説明会に出席できる方若干名（選考）
3月4日㈮までに、はがきかFAXで「脳
の健康教室サポーター希望」とし、住所、
氏名（ふりがな）
、年齢、電話番号を高齢
者いきがい課（〠140－8715品川区役所
☎5742－6733Fax5742－6882）へ
内 人

内

スポーツ

23年度区立保育園非常勤職員登録者募集

①

いきいき脳の健康教室
5月からのサポーター募集

申

勤務期間／採用日から1・2カ月程度
勤務日時／週5日（月～土）
午前8時45分～午後5時
18歳以上（高校生不可）で、働く意
欲のある健康な方
保育園業務補助（環境整備業務含む）
日給／6,530円 ※交通費支給。
3月18日㈮（必着）までに、封筒に「臨時
職員」とし、写真付き履歴書を保育課保
育計画係（〠140－8715品川区役所第二
庁舎7階☎5742－6723）へ郵送か持参

3月13日㈰午前10時～午後5時
初～上級者のクラス別指導
住宅などへの太陽光発電などを導入促
1,000円、
小・中学生500円（保険料込）
進するためのイベントを開催します。太
生涯学習推進員養成講座
陽光・太陽熱を活用する機器などを製造・ ※小学生は保護者同伴。
販売している事業者や太陽エネルギーに
主催／品川区バドミントン協会
区民対象の講座運営・補佐をしていただ
当日、費用を持って戸越体育館へ
関係した取り組みをしている団体など、
く方を養成する講座です。個人情報保護、
参加をお待ちしています。
※ラケットをお持ちの方は持参。
コミュニケーションなどについて学びます。
3月17日㈭・18日㈮
※詳しくはお問い合わせください。
クラブカップ女子団体戦
5月15日㈰午前10時～午後3時
午前10時～午後4時（全2回）
硬式テニス
しながわ中央公園（区役所前）
中小企業センター（西品川1－28－3）
環境課環境推進係☎5742－6755
3月27日㈰午前9時から
16歳以上の方50人（抽選）

区分 勤務内容

3月7日㈪（必着）までに、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

人

23年度区立保育園
臨時職員登録者募集

問

「太陽エネルギー見本市」に
出展しませんか

大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）
試合方法／ダブルス3試合
区内在住か在勤の方、連盟登録者24
チーム（先着） ※1チーム6人。
1チーム12,000円、連盟登録チーム9,000円
主催／品川区テニス連盟
3月20日㈰までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

人

内 申

修業年限／2年（昼間）
取得資格／介護福祉士（国家試験受験
資格）
試験内容／面接、作文（400字程度）
応募資格／次のいずれかにあてはまる方
①高校卒業か23年3月に卒業見込み②高
校卒業者と同等の学力があると認められた
入学検定料／13,000円
選考日／3月1日㈫～23日㈬で1日
募集要項配布場所／同校、図書館、地
域センター他
○学校見学を実施しています
授業見学、学費・入試の説明など
電話で同校へ
───────共����������
通───────
��������
同校
（西品川1－28－3☎5498－6364）

申

場

品川介護福祉専門学校
一般入学選考（第3期）学生募集

問＝問い合わせ・主催

＝ E-mail���
�HP ＝ホームページ (http://）

情報館は4 〜7ページ、キッズクラブ、シニアクラブ、健康ひろばは4ページです

求人

お知らせ

内 ＝内容���
� 人 ＝対象・定員

① 戸越台温水プール
② （戸越1－15－23）

4/14〜6/23 木

③ 伊藤学園温水プール
④ （大井5－1－37）

4/11〜5/30 月

日野学園温水プール
⑤
（東五反田2－11－1）

4/7〜5/19

⑥ 八潮学園温水プール
⑦ （八潮5－11－2）

09:45 ～10:45
11:45 ～12:45
09:45 ～10:45
11:45 ～12:45
13:45 ～14:45

木
4/7〜6/2

時間

09:45 ～10:45
11:45 ～12:45

回数

定員
（抽選）

各10回 各80人
各7回
各70人
6回
各7回 各60人

●文化スポーツ振興課 Fax5742−6585・6893 ●品川区スポーツ協会・総合体育館

問い
合わせ

〠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

「マウントしながわ」
里山クラブ会員募集
品川＆早川ふるさと交流

〠142−0042
豊町2−1−17
☎3781−6600
Fax3781−6699

第12回風流屋形舟ライブ

〠140−0014

大井2−27−20 ☎3772−2666

〠142−0063

荏原2−9−6 ☎3788−7016

●荏原保健センター

「いきいき健康マージャン広場」参加者募集
問

申

①
②
③

内
人

早川町でハイキング、陶芸、カヌー体
験、そば打ち、豆腐作り、温泉巡りなど、
会員の企画により実施（年5回程度）
アウトドア・ライフに関心がある区内
在住か在勤の方30人程度（抽選）
年2,000円
※必要に応じ実費負担有り。
説明会／3月4日㈮午後7時から荏原第五
区民集会所（二葉1－3－37）
電話かFAXで住所、氏名、電話番号
をはやかわ冒険倶楽部中嶋☎・Fax3790
−2650
（午後7時～9時）へ
地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

コース

●大井保健センター

３／ ㈯

人 申

人

はやかわ冒険倶楽部新会員募集

番号

〠140−0001 北品川3−11−22 ☎3474−2225

演目
費用
定員
手妻（古典奇術）
各70人
津軽三味線
各5,250円
12:00～14:00 お座敷遊び
（弁当・お茶付き）
ほうかん
12
落語
各40人
ほうかん
各10,500円
17:30～20:00
（料理・飲み物付き）
新内

11歳以上の方（先着）
電話で、しながわ観光協会☎5498－5314へ

賭けない、吸わない、
飲まない、で人気です

●品川保健センター

日時

船上で堪能する江戸の粋

内

南アルプスのふもと、山梨県早川町の通
称「丸山」で里山再生活動や森林体験
をしてみませんか。
地元森林組合の指導による下草刈り、
枝打ち、間伐などの森林作業や里山を活
用した各種の体験
※交通費など実費負担有り。
区内在住か在勤で、森林作業、里山に
興味のある18歳以上の方10人程度
（選考）
3月4日㈮までに、応募理由（森林作
業への意欲など）
、
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）へ郵送

④

￥
申

高齢者いきがい課いきいき事業係（〠140−8715品川区役所☎5742－6733）

会場

日時

費用

対象

⑤

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5−9−11）

4/7～24年3/29の㈭
9:45 ～12:45

1回1,000円

五反田

日本健康麻将協会
（西五反田2−4−2）

4/5～24年3/27の㈫
10:00～13:00

1回1,500円

ゆっくり
コース
五反田他

日本健康麻将協会他

八

潮

60歳以上でマージャン経
験がない方28人（抽選）

月・火・水・木曜日の
60歳以上でマージャン経
いずれか
1回1,500円 験があり、点数がわから
10:00 ～16:00
ない方若干名（先着）
A 第1・3水曜日
B 第2・4水曜日
C 第1・3金曜日
D 第2・4金曜日
10:00 ～16:00

電話で、高齢者いきが
60歳以上でマージャン経 い課いきいき事業係へ
1回1,500円 験があり、点数がわかる
方若干名（先着）

プラネタリウム

特別天文講演会

問
場

五反田文化センター

はやぶさの挑戦

同センター（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451）

★3月のプラネタリウム
内
日

◎特別投影

◎天体観望会
冬の大三角とダイヤモンド

人
申

保養所でのんびりと
●品川区立保養所
施設名・電話
伊東温泉品川荘
☎0557−35−0321
宮城野温泉箱根荘
☎0460−82−4037
日光しながわ光林荘
☎0288−54−0988

申

人 ￥

￥

3月18日��������������
㈮�������������
午後6時30分～8時30分
講師／松谷研、宮坂憲央
80人（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。
3月4日㈮（必着）までに、往復
はがき（家族4人まで）に「観望会」
とし、住所、電話番号、参加者全員
の氏名（ふりがな）
・年齢を同セン
ターへ
※定員に満たない場合は、3月8日㈫
午前10時から電話受付（先着）
。

講師に宇宙航空研究開発機構（JAXA）
小惑星探査機「はやぶさ」プロジェク
トメンバーの安部正真氏を迎え特別天
文講演会を開催します。
3月19日㈯午後6時30分〜8時
同センター音楽ホール
小学生以上の方250人（抽選）
※小学生は保護者同伴。
3月9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（ふりが
な）
・年齢を同センターへ
※定員に満たない場合は、3月14日㈪
午前10時から電話受付（先着）
。
※プラネタリウムの投影はありませ
ん。
日 場 人

日

日

天体写真家の林完次さんによる星空
の生解説です。
3月19日�
㈯
①午後1時30分������
〜2時20分
②午後3時30分������
〜4時20分
小学生以上の方��������
各86人（先着）
各200円、��������
小・������
中学生50円
観覧方法／当日、会場へ

人

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����������
とはる�������
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
����������
｢���������
世界の星空めぐり�
｣
※各回とも、前半は当日の星空の解説。
※3月19日㈯の②③は特別投影のため休止。
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。
親子シート
各200円、4歳～中学生50円
もあるよ
観覧方法／当日、会場へ

申込方法

3月4日㈮（必着）まで
に、はがきに「マージ
荏原いきいき倶楽部
4/11～24年3/26の㈪
70歳以上でマージャン経 ャン広場」とし、番号、
荏 原
1回1,000円
（荏原6−2−8）
13:00 ～16:00
験がない方12人（抽選） コ ー ス、 住 所、 氏 名、
生年月日、電話番号を
高齢者いきがい課いき
4/7～24年3/29の㈭
ゆっくり
60歳以上でマージャン経 いき事業係へ
こみゅにてぃぷらざ八潮 13:30～16:30
コース
1回700円 験があり、点数がわから
（八潮5−9−11）
※3/16㈬ に 説 明 会 が
八 潮
ない方28人（抽選）
あります

五反田
一般コース 日本健康麻将協会他
他

問

迫力ある360度の
全天デジタルシステム

●戸越体育館

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

抽選にもれた方も空き室があれば利用できます！

●民間借り上げ保養施設
6月の宿泊できない日

施設名

なし

湯河原 大滝ホテル

6日、7日

熱海 ホテルニューアカオ

1日、2日、6 〜9日、13日、14日、
16日、20 〜23日、27 〜30日

伊豆長岡 小松家 八の坊

●対象 区内在住か在勤の方が利用できます。
●申し込み（6月分） 3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時から希望の施設または地域活動課へ電話でお申し込みください。

●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（6月分） 3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。
問

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）

住所・電話
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上750−1
☎0465−62−7111
静岡県熱海市熱海1993−250
☎0557−82−5151
静岡県伊豆の国市長岡1056−1
☎055−948−1301

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）

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。
（）
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品川区

● しながわ 公園フォトコンテスト
● 地域センター

アナログ放送は、あと9カ月で終了します

問 総務省東京都中央テレビ受信者支援
デジサポ東京中央
センター☎6743−0500
☎6743－0500

1782号

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。

がんをはじめとするあらゆる病気を早期に発見するには、検診や健康診査を受けることが大切です。

職場で検診機会のない方対象

がん検診、健康診査などを受けましょう

本人負担／1,200円
胃部Ｘ線直接撮影
※妊娠中、胃の治療中・手術歴が
ある方は受診できません。
内

問い合わせ／健康課保健衛生係☎5742－6743
※受診する際は、健康保険証をご持参ください。 ※詳しくは、健康課に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。

○受診先は契約医療機関などです。詳しくは送付する通知をご覧ください。

40歳

55歳

65歳

本人負担／なし
便潜血反応検査（2日法）

人

胃がん検診

35歳以上 要予約

本人負担／一般コース＝なし
ヘリカルコース＝3,000円
※かくたん検査600円。
一般コース＝胸部Ｘ線直接撮影
（必要な方はかくたん検査）
ヘリカルコース＝胸部ＣＴ撮影
（希望者はかくたん検査も受診可）
※ペースメーカーを入れている方
は受診できません。

人

40歳以上

内

大腸がん検診

人

20歳以上の女性（偶数年齢）

人

肺がん検診（一般コース、ヘリカルコース）
子宮がん検診

75歳

内

35歳

40歳以上 要予約

受診券が必要です

本人負担／なし
子宮頸 がん検診（医師が必要と
認めた方に子宮体がん検診を実施）

人

前立腺がん検診

55歳以上の男性

けい

内

本人負担／500円
血液検査（ＰＳＡ値測定）

人

喉頭がん検診

内

人

６・７月頃通知

受診券が必要です
34歳以上の女性（偶数年齢）
要予約
※詳しくは下記「4月からの乳がん検診」をご覧ください

乳がん検診

40歳以上で、喫煙者、喫煙歴のある方、喉や声に自覚症状がある方

内

本人負担／500円
喉頭ファイバースコピー検査
本人負担／なし
胸部Ｘ線直接撮影

要予約

今まで検査を受けたことがない方

内

本人負担／なし
血液検査（B型・C型肝炎ウイ
ルス検査）

人

５・６月頃通知

成人歯科検診

65歳以上

内

人

肝炎ウイルス検診

人

結核検診

40・45・50・55・60・65・70歳

内

人

通知無し

本人負担／なし
歯周疾患などの健診

女性の健康診査
16 ～39歳

本人負担／なし
診察、血液検査、尿検査、血圧
測定
※受診方法などについてはお問い
合わせください。
内

人

５月頃通知

特定健康診査

40 〜74歳
人

後期高齢者医療健康診査
75歳以上

特定健康診査／後期高齢者医療健康診査

問い合わせ／国保医療年金課

○品川区国民健康保険では、40 〜74歳の方に特定健康診査・特定保健指導を
実施しています。
○75歳以上の方には、後期高齢者医療健康診査を実施しています。
○がん検診などの案内も通知書に同封します。

4月からの乳がん検診
対象

種類

34 ～38歳
乳がん超音波検診
（偶数年齢）

40歳～74歳の国民健康保険加入の方＝保健指導係☎5742－6902
※国民健康保険以外の方は、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＝高齢者医療係☎5742－6937

受診券が
必要です

一部の機関で電話受付ができるようになりました

要予約

内容

本人負担

超音波検査・視触診

電話予約ができる
医療機関

会場

500円

契約
乳がん検診
①マンモグラフィ検査・超音波
1,000円 医療機関
40歳以上 ※①か②を選択できます 検査・視触診
（偶数年齢） ※40・50歳代の方は①を
お勧めします
②マンモグラフィ検査・視触診
500円

＊検診車で品川保健センターにて実施

※予約の電話番号については、健康課へお問い合わせください。
※はがき、FAXなどですでに区に申し込みをした方は、電話予約は不要です。
通知が届くのをお待ちください。

※受診券は、子宮がん検診受診券と一緒に、誕生月の前月に送ります。
※4月から対象年齢により検査項目を一部変更します。詳しくはお問い合わせください。
問

健康課保健衛生係☎5742－6743

古紙配合率70％再生紙を使用しています

あじさい診療所、進興クリニック、北品
川クリニック、武蔵野大学メディカルセ
ンター、目黒メディカルクリニック、い
すゞ病院、東京誠秀会クリニック＊

はがき・FAX・
電子申請のみで
受け付ける医療機関

品川区医師会、荏原医師会、かしわせ
クリニック、東芝病院、東京都予防医
学協会＊
＊検診車で中小企業センターにて実施

