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携帯電話用ホームページ
http://www.city.
shinagawa.tokyo.jp/mbl

品川区ホームページ
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
トップページにある、緊急情報・写真ニュース・新着情報欄をご覧ください。

ケーブルテレビ品川の区民チャンネル（デジタル11ch、アナログ5ch）
一番新しいお知らせを、Ｌ字放送で発信しています。

テレホンガイド「知っテル区ん」
（☎3777－7500　コード番号9999）
操作方法の案内に従って「7」を押した後に、4桁のコード番号「9999」
を押してください。

「品川区からのお知らせ」（広報紙ミニ版）
地域センターや図書館、文化センター、シルバーセンターなどの区立施設に
掲示します。※区ホームページから印刷もできます。
メール配信
品川区の計画停電など、区からのお知らせをメール配信してい
ます。ご希望の方は区ホームページから品川区メールマガジン
にご登録ください。
※携帯電話のメールでも登録できます。

品川区災害対策室コールセンター
☎5742－6700～02

いざという時、区からの情報はここから

皆さんのまごころを届けました

皆さんからお預かりした支援物資は仕分けができたものから、岩手県宮古市へ届けています。
3月23日㈬～25日㈮には、第2陣の支援物資（8tトラック1台、4tトラック5台、3tトラック1台分）と義援金を宮古市へ届けました。

また、宮古市では、東京都トラック協会品川支部の協力も受け、区の職員も市内各地へ支援物資を搬送しました。

宮古市では、届いた物資を各避難場所への仕分け・搬送作業を行っています。
現地の受け入れ状況を踏まえ、支援物資の受付を休止しました。
今後の復興状況により、必要となる物が異なる可能性もあります。状況がわかり次第お知らせします。

支援物資の受付は、
休止しました
問い合わせ／／地域活動課☎5742－6687

東日本大震災の
影響のお知らせ

　節電のため、品川区で行
うイベントや講座などの中
止・変更、区立施設の利用
制限などをさせていただく
場合があります。あらかじ
めご了承ください。詳しく
は、お問い合わせいただく
か区ホームページをご覧く
ださい。

温かいご支援ありがとうございます

QRコード
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三木小学校の6年生が中心となり、全校で募金活動を行い、日本赤十字
社に約8万円寄付しました。また、4年生54人は文房具などを持ち寄り、
「頑張ろうカード」と名付けたメッセージカードとともに届けました。

荏原第六中学校では、生徒会が企画し、3月23日㈬・24日㈭の2
日間、西小山駅前や学校の正門前で募金活動を行い、約44万円の
義援金が集まりました。

○家屋が倒壊、または倒壊の恐れがあるとき
○初期消火ができず、火が燃え広がる危険が大きいと
き
○区、警察署、消防署の指示があったとき
○周囲の状況から避難の必要があると判断したとき

○避難所
○広域避難場所
※避難所や広域避難所は、区ホームページ「災害に
備えて」、『しながわガイド（21年9月全戸配布）』、
『SHINAGAWA　INFO.（外国人用生活情報誌：英語、
中国語、ハングル）』などで紹介しています。

大震災などで、家屋の倒壊や焼失により、避難が必要
になった場合には、町会・自治会単位であらかじめ指
定された一時（いっとき）集合場所（公園、学校など）
に集まって様子を見るか、直接、避難所である区立小・
中学校に避難します。その避難所に大火災などの危険
が迫った場合や、避難勧告などがあった場合は広域避
難場所へ避難することになります。

区内各避難所（区立小・中学校）には、空き教室を利
用した備蓄倉庫、生活用水確保のための井戸、仮設便
所用便槽や非常用自家発電装置の設置などを行うとと
もに、屋上には学校名の表示、校門付近には避難する
町会・自治会名を表示しています。

一時集合場所
避難を行う場合に、防災区民組織（町会・
自治会）単位で一時的に集合して様子を
みる場所、または集団で避難するための
身近な集合場所

避難所
地震などによる家屋の倒壊、焼失などの
被害を受けた人、または被害を受ける恐
れのある人を一時的に受け入れ、保護を
するために開設する学校などの建物

広域避難場所
大地震時に発生する火災の拡大などの危
険から避難者の生命を守るために、東京
都が指定しているオープンスペース

二次避難所
一般の避難者と避難生活を行うことが困
難な寝たきりの高齢者や障害者などの災
害時要援護者を保護するための建物（シ
ルバーセンターなど）。

●あなたの避難する避難場所を確認しま
しょう。

用語の説明

地震が起きた時 地震が起きてもすぐに「避難」ではありません。避難は生命の危険がある場合の最後の手段です。

いつ避難するか

どこに避難するか

避難の方法

避難所（区立小・中学校など）の機能

地震発生 家屋が倒壊・焼失した場合

一時集合場所
（町会・自治会単位で指定）

避難が
必要な時

避難所（区立小・中学校）
（あらかじめ町会・自治会ごとに学校を指定）

二次避難所
（シルバーセンターなど）

補完避難所
（児童センター・都立学校など）

避難者を収容しきれない場合 高齢者・障害者など

大火の危険
（避難勧告）

広域避難場所
（大火の危険が去ったら再び自宅か避難所へ）

　3月25日㈮、三木小学校と荏原
第六中学校の子どもたちが、被災し
た人たちのために何ができるかを
自ら考え、行動して集めた義援金や
支援物資を区役所に届けました。
　またこの他にも、荏原第五中学校、
戸越小学校、小山小学校などでも、
集めた義援金を受付窓口となって
いる高齢者福祉課へ届けました。

小・中学校の子どもたちが被災した人たちのために小・中学校の子どもたちが被災した人たちのために

宮古市・富岡町への義援金の受付

災害時における
相互援助協定を
締結しています

※通信欄に「東北関東大震災義援金」と記入すると、ゆうちょ銀行の窓口で
の振り込み手数料が無料となります。
●日本赤十字社への義援金については、月～金曜日（祝日を除く）高齢者福祉課、
各地域センターでも受け付けています。　●義援金詐欺にご注意ください。

中央共同募金会☎3581－3846
（口座名義）中央共同募金会
東北関東大震災義援金
（口座番号）00170－6－518

日本赤十字社☎3437－7081
（口座名義）日本赤十字社
東北関東大震災義援金
（口座番号）00140－8－507

　3月11日の東日本大震災や計画停電などにより、売り上げなどが減少した区内中小
企業の復興と経営の安定を援助するため、緊急融資あっせんを実施します。この制度は、
区が中小企業信用保険法に基づき認定を行い、取扱金融機関に対し、融資の紹介状を
発行します。　※セーフティネット保証による信用保証協会100％保証付きの融資です。

品 川 区
中小企業
災害対策
緊急資金

緊急融資あっせんを実施します

受付時間／午前9時～午後5時
受付場所／高齢者福祉課
（本庁舎3階☎5742－6728）
各地域センター（平日のみ）
※日曜日は本庁舎3階の日曜開庁窓口で受け付け。
※品川区役所本庁舎3階・総合窓口、各地域センターに義援金箱を設置。

口座振り込みもできます

みずほ銀行品川支店　普通預金1416572
（口座名義）宮古・富岡への義援金
　※みずほ銀行窓口での振り込み手数料は無料です。

被災地全域への義援金受付
受付期間／9月30日㈮まで

郵便振替

9月30日㈮まで 節電に引き続き
ご協力ください
節電への小さな工夫
●電気をこまめに消しましょう
●使わない電化製品のコンセントを
抜きましょう
●できるだけエアコンを使わず、衣
服などで調節しましょう
●マンションの廊下や広いスペース
の一部消灯にご協力ください

など

街路灯については、交差点付近を除
き3割程度、公園灯についてはトイ
レ周りを除き、消灯しています。
問道路公園課☎5742－6800

主な要件／次の全てにあてはまる区内中小企業者
1震災後、最近１カ月の売上高が前年同月に比べ、
20％減少している
2震災後２カ月を含む３カ月間の売上高などが前年
同時期に比べ、20％以上減少することが見込まれる
※資格要件など詳しくはお問い合わせください。
※り災証明は不要。

あっせん限度額／500万円
利率／3年間無利子、4年目以降0.3%
返済期間／5年6カ月以内（据え置き12カ月含む）
償還方法／元金均等割賦償還
信用保証料補助／信用保証料相当額の3分の2
問い合わせ／ものづくり・経営支援課経営支援係
☎5742－6334
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  使 用 期 限　8月31日㈬
  販 　売　額　3億円（3万冊）※額面総額3億3,000万円分。
  販 売 単 価　1冊10,000円
  販 売 単 価　※500円券22枚つづり11,000円分。 ※1人5冊（5万円）まで購入可能。
  購入できる方　区内在住、在勤を問わずどなたでも購入できます
  販 売 単 価　※商店街や商品券取り扱い商店主が購入することはできません。
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プレ
ミアム付き品川区内共通商品券

品川区では、商店街振興と
景気対策を図るため、10％のプレミア

ムが付いた区内共通商品券を、春（4月）と秋（11
月）に3億円ずつ、合計6億円分を品川区商店街連合会

と連携して販売します。

問い合わせ／／品川区商店街連合会☎5498－5931
　　　　　　　商業・観光課☎5498－6332

がんばれ
商店街

○品川区では、緊急経済対策
として、品川区商店街連合会
が行うプレミアム商品券
事業を支援しています

商品券を利用できるお店など
買い物、食事、理容・美容、クリ－ニングなどで利用することができます。
○区内の約2,200（大型店は除く）のお店　
○しながわ水族館
○大和・国際・帝都・日本・荏原の各タクシー会社
※詳しくは、販売場所にある取扱店一覧か品川区商店街連合会のホ－ムペ－ジhttp://
shoren.shinagawa.or.jp/をご覧ください。
※商品券は、できるだけ釣り銭のないようご利用ください。

保険料は、前年の所得金額をもとに計算します。4月には22年中の所得金額が決定していないため、21年中の
所得金額で仮算定します。6月に22年中の所得金額が決定後、7月に再度計算します。今回は仮算定のため、特
別徴収の方は4月・6月・8月分、普通徴収の方は4～6月分を通知します。

東京都における
均一保険料（年額）
※100円未満切り捨て

保険料
（限度額50万円）＝

均等割額
（1人37,800円）＋

所得割額
（賦課のもととなる所得金額*）×東京都の所得割率7.18％

＊賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得、山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額などの合計から基礎控除33万円を控除し
た額です（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

保険料は一人ひとりに納めていただきます。

副区長が再任されました
　去る3月29日の第1回区議会定例
会本会議で選任同意され、4月1日
付けで山田恵美子氏が副区長に再
任されました。

副区長　山田恵美子氏
昭和42年品川区入区、平成5年教育委員
会社会教育課長、平成10年企画部統括課
長、平成14年参事（企画部広報広聴課長
事務取扱）、平成16年区民生活事業部長、
平成19年副区長に就任

保険料の決め方
23年度の後期高齢者医療保険料の納入通知書を4月中旬に発送します

保険料の納め方

●区内42郵便局
販売時間／月～金曜日午前9時～午後5時
※一部の郵便局では午後7時まで。

●区内商店街
販売時間／月～金曜日午前10時～午後5時
◆北品川商店街事務所
（北品川2－4－17☎3471－3568）
◆青物横丁商店街　スーパー平野屋
※土・日曜日も販売。
（南品川2－7－12☎3471－7495）
◆戸越銀座商店街事務所
（戸越1－15－16☎3788－1474）
◆武蔵小山商店街事務所
※土・日曜日も販売。
（小山3－23－5☎3786－1001）
◆中延商店街事務所
（東中延2－7－19☎3786－0201）
◆荏原町商店街事務所
（中延5－6－16☎3783－8221）

●品川区商店街連合会事務局
（西品川1－28－3中小企業センタ－4階）
販売時間／月～金曜日午前10時～午後7時
※4月30日㈯までは、土・日曜日も販売。

販
売
場
所　

 

※
販
売
は
祝
日
を
除
く
。

このステッカ－の
あるお店で商品券
を利用できます。

6月に22年中の所得が決定
後、7月に再度計算し、年
間の保険料額から仮徴収分
を差し引いた額を9回に分
けて納めていただきます。

7月 3月（本算定）～

4月の時点では前年の所得
が確定していないため、22
年度の保険料額をもとに仮
算定した保険料を納めてい
ただきます。

4月 6月（仮算定）～

6月に22年中の所得が決定
後、7月に再度計算し、年
間の保険料額から仮徴収分
を差し引いた額を3期に分
けて納めていただきます。

4月の時点では前年の所得
が確定していないため、22
年度の保険料額をもとに仮
算定した保険料を納めてい
ただきます。

10月12月 2月（本算定）4月 6月 8月（仮算定）

①年金から支払う方（特別徴収）
年金の定期払い（年6回）時に、差し引きます。

②納付書や口座振替で支払う方（普通徴収）

問国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6736

販売開始日／
4月18日㈪

※売り切れ次第
　終了します。

見本
販売開始販売開始
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●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として
　区内在住・在勤・在学の方

平成23年
（2011）
4/11

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員

¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ（http://）情報館 情報館は4～7ページです

医療機関の24時間案内
●東京都保健医療情報センター（ひまわり）　☎5272－0303 ●品川消防署　☎3474－0119
●救急相談センター　　　　　　☎＃7119 ●大井消防署　☎3765－0119

　　IP電話などは　☎3212－2323 ●荏原消防署　☎3786－0119

会　場 日　　時
品川保健
センター 6/19㈰ ① 9:30～12:30

②13:30～16:30
荏原保健
センター 6/ 4㈯ ③ 9:30～12:30

④13:30～16:30

内もく浴実習、講義「赤ちゃんとの生活」、
マタニティリラクセーション他
人体調の安定している区内在住の初産カ
ップル24組（選考）
申５月10日㈫（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、希望日時（第
３希望まで）、２人の住所・氏名・電話
番号、出産予定日をポピンズコーポレー
ション品川区係（〠150－0012渋谷区広
尾１－10－５テック広尾4階）へ
※区ホームページの「妊娠・出産」➡「妊
娠中のサービス」➡「二人で子育て（両
親学級）土日開催」からも申し込めます。
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016

日4月28日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリと交流会
講師／／伊藤滋唯（理学療法士）
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20人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

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。
日5月12日㈭午後3時10分～4時10分
人おおむね1・2カ月児の母親
20人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2903へ

＝内科 ＝小児科 ＝歯科 ＝接骨 ＝薬局内 小 薬歯 骨

応急診療所 行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

小内
薬

  小児平日夜間／／午後8時～午後11時（受付は午後10時30分まで）

月～金曜日 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学病院中央棟4階

  休日昼間・夜間／／午前9時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

4月17日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分まで）

4月17日㈰

　　　こうの内科クリニック 東大井 5 －11－ 2 ☎6712－8750
　　　塩津歯科医院 南品川 2 － 4 － 5 ☎3471－0750
　　　戸越銀座歯科・矯正歯科クリニック 平　塚 1 － 5 － 3 ☎5498－0011
　　　大井接骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
　　　武石接骨院 豊　町 2 －17－ 8 ☎3781－4450

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

4月16日㈯
　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

小

内 小

薬
薬

小内

歯

骨

歯

小

骨

内

ろば康ひ健

※重病の方は119番をご利用ください。

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 

日5月8日㈰午後2時～4時　
場きゅりあん（大井町駅前）
内子どもと作れる軽食
持ち物／／エプロン、三角巾、ふきん2枚
人ひとり親家庭の親子30人（先着）

￥500円、5歳～高校生300円
主催／／品川区母子寡婦福祉連合会
申4月25日㈪までに、電話で子育て支
援課児童家庭相談係☎5742－6589へ

ひとり親家庭「親子クッキング」

二人で子育て（両親学級）

難病の方のためのリハビリ教室

母乳相談

りんし21でいきいき筋力向上トレーニングが
始まります。
日5月27日～10月14日の金曜日
午後2時～3時30分（全20回）
場りんし21（小山台1－4－1）
内マット運動、ストレッチ運動など
人次の全てにあてはまる方16人（抽選）
①区内在住でおおむね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

④５月6日㈮午後に行う説明会に出席できる
￥4,000円
●トレーニング協力員も募集します
内トレーニングの補助　謝礼／／1回2,000円
―――――――　共　  　通　―――――――
申４月18日㈪までの午前10時～午後5時に、
本人が電話でコナミスポーツ&ライフ 
0120－919－573へ
問高齢者いきがい課いきいき事業係
☎5742－6733

いきいき筋力向上トレーニング参加者とトレーニング協力員募集

①品川会場
日5月18日～7月20日の水曜日
午前10時30分～正午（全10回）
場介護福祉専門学校（西品川1－28－3）
②荏原会場
日5月20日～7月22日の金曜日
午前10時30分～正午（全10回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
―――――――　共　  　通　―――――――
内買い物の仕方、調理実習など

人次の全てにあてはまる方
①20人　②16人（抽選）
●区内在住でおおむね65歳以上の男性
●今まで料理経験があまりない
●一人暮らしか、自分で食事を作る必要がある
※女性の方も可。
￥各10,000円（材料費込）
申4月28日㈭までに、本人が電話で高齢者いき
がい課いきいき事業係☎5742－6733へ

シニアのための男の手料理教室

眼科救急の応急診療
曜日 診療機関 電話番号

日・月
水・土
祝日

東邦大学医療セ
ンター大森病院
（大田区大森西6
－11－1）

3762－4151

日・火
金・土
祝日

昭和大学病院附
属東病院（西中
延2－14－19）

3784－8383

木
荏原病院
（大田区東雪谷4
－5－10）

5734－8000

日曜日・祝日＝午前9時～翌日午前8時
月～金曜日＝午後5時～翌日午前8時
土曜日＝正午～翌日午前8時

診療時間

非自発的に失業した方の
国民健康保険料を軽減します
21年3月31日以降に企業のリストラや
倒産などで非自発的に失業した64歳以
下の方で、次にあてはまる方は国民健
康保険の保険料が軽減されます。
人次の全てにあてはまる方
●「雇用保険受給資格者証」の「離職
年月日」欄の「離職年月日」が21年3
月31日以降
●「雇用保険受給資格者証」の「離職
理由」が特定受給資格者（コード11・
12・21・22・31・32）か特定理由離
職者（コード　23・33・34）
※「雇用保険受給資格者証」の右上に、
「高」または「特」の表示のある方は対
象外です。
※失業前から国民健康保険の被保険者
の方も対象です。
軽減期間／失業日の翌日の月から翌年
度末まで
※23年3月31日に離職した場合、23年
4月～25年3月。※22年4月以降が対象。
保険料の算定方法／／対象者の給与所得
を100分の30として賦課基準額を計算
※高額療養費の支給に係る自己負担限
度額の算定の際も、同様な軽減措置が
あります。　
申「雇用保険受給資格者証」と「品川
区国民健康保険被保険者証」のコピー
を国保医療年金課資格係（〠140―
8715品川区役所本庁舎4階☎5742―
6676）へ郵送か持参
※申請は「雇用保険受給資格者証」の
交付以降となりますが、軽減措置は失
業日の翌日に遡って適用となります。
保険料は、年間保険料を計算し直し、
納期の来ていない月で調整します。

お知らせ



問い
合わせ

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

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

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

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

（5）

住宅修築資金の融資を
あっせんします
一般よりも低い金利で資金を借りること
ができるように金融機関を紹介します。
見積書と工事箇所の図面をご用意いただ
き、工事着工前にご相談ください。
対象工事／自宅（修築後に居住する区
内にある住宅を含む）のリフォーム、
建て替え（50㎡以上80㎡未満）、増築
工事
あっせん条件／
金額＝10万～1,000万円
負担利率＝年利1.5％（災害復旧工事、
耐震補強工事、アスベスト除去工事は
年利0.7％）
返済方法＝10年以内の元金均等月額償
還（繰り上げ返済は一括返済のみ可）
申込者の主な要件／
①区内在住で継続して1年以上同一の住
宅に居住している20歳以上の方
②前年の所得が1,200万円以下で、年間
返済元利金の3倍以上ある方
③都内か近県に住所があり、十分な保
証能力がある20～64歳の連帯保証人を
立てられる、または信用保証機関など
を利用する（保証料を一括払いした場
合は2分の1を助成）ことができる方
※賃借の場合は所有者から工事の承諾
を得ていること。
※建て替え、増築工事の場合は建築確
認の手続きが必要です。
※あっせん後、金融機関で融資の審査
を受けていただきます。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

分譲マンション管理組合にマンショ
ン管理士・一級建築士を派遣します
マンションの維持管理や組合運営など
の相談を受けるマンション管理士、マ
ンションの大規模修繕などの相談を受
ける一級建築士を無料で派遣します。
回数／各3回まで　※1回2時間程度。
対象／／区内の分譲マンション管理組合
申電話で都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777へ

新製品・新技術開発助成
新製品・新技術開発に必要な経費を助
成します。
●ものづくり部門
資格／区内に1年以上主な事業所を置く
中小製造業者など
対象／新製品の製作、機械器具や装置
の高性能化・自動化、生産・加工・処
理のための新技術の開発など
助成額／費用の3分の2（上限1件250万円）
●ソフトウェア部門
資格／区内に1年以上主な事業所を置く
中小情報サービス業者など
対象／各種のシステムソフト・アプリ
ケーションソフト・組み込みソフト・
ゲームソフトの開発など
助成額／費用の3分の2（上限1件100万円）
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
募集期間／5月2日㈪～6月30日㈭
※24年3月までに開発が完了するもの
に限ります。
※23年度の経費が対象となります。
問ものづくり・経営支援課ものづくり
支援係☎5498－6333

国民年金の学生納付特例は
年度ごとに申請が必要です
　学生納付特例は、学生期間の国民年
金保険料の納付が猶予される制度で、
毎年度申請が必要です。23年度分の申
請を受け付けていますので、学生証（在
学証明）と年金手帳をお持ちください。
日本年金機構から申請書（はがき）が
送付された方は、必要事項を記入して
返送すれば申請が完了します。
　また、22年度の申請期限は5月2日㈪
です。まだ申請されていない方は至急
申請してください。
※対象校はお問い合わせください。
※学生納付特例期間の保険料は、10年
以内であれば遡って納めることができ
ます。ただし、3年度目からは一定の加
算金がつきます。
※学生納付特例を受けた期間は、年金
の受給資格期間には含まれますが、後
から保険料を納めない限り年金額には
反映されません。
問国保医療年金課国民年金係
☎5742－6682

公害関連の
届け出をしてください
　「工場」と工場以外で公害を規制する
「指定作業場」（ガソリンスタンド、コ
インランドリーを含む洗濯事業場、自
動車駐車場、ボイラーなど32種類）は、
新設や建物・設備を変更、廃止や移転
をする時などには公害関連の届け出が
必要です。また、騒音や悪臭などの規
制基準を守らなくてはなりません。
　ご自分の事業所が公害法令に基づく
届け出をしているか、確認をお願いし
ます。
※詳しくはお問い合わせください。
問環境課指導調査係☎5742－6751

7月1日から全国瞬時警報システム
（J-ALERT）の運用を開始します
全国瞬時警報システム（J

ジェイ・アラート

-ALERT）は、
国が発信する緊急情報を、人工衛星を
経由して区市町村の防災行政無線から
瞬時にサイレンや音声で情報伝達する
システムです。
※お知らせする緊急情報は、対処に時
間的余裕のない「弾道ミサイルによる
武力攻撃事態の発生」や「大規模テロ
の発生」などです。
※詳しくは区ホームページをご覧ください。
問防災課☎5742－6695

インターンシップ協力企業を
募集します
都立産業技術高等専門学校のインター
ンシップ生受入協力企業を募集します。
受入時期／8月12日㈮～9月21日㈬
募集企業／区内に1年以上主な事業所を
置く中小製造業者など
補助／学生1人につき1日5,000円（5日
間限度）
募集期間／6月30日㈭まで
問ものづくり・経営支援課ものづくり
支援係☎5498－6333

二葉図書館は休館します
耐震補強工事のため休館します。
日6月14日㈫～24年2月末（予定）
※ブックポストは6月19日㈰まで使え
ます。
問品川図書館☎3471－4667

障害者福祉手当を支給します
障害者福祉手当は、4月25日㈪頃受給
者の口座に振り込みます。対象となる
方で申請をしていない方は、お問い合
わせください。なお、申請時に65歳以
上の方は対象になりません。
※振込通知は年に1度、4月期にのみ送
付します。
人次のいずれかにあてはまる方
●身体障害者手帳1～3級
●愛の手帳1～4度
●脳性まひ・進行性筋萎縮症
●戦傷病者手帳特別項症～第4項症
●規則に定める特殊疾病にり患してい
る
●精神の障害により1級の障害基礎年金
などを受給している
※児童育成手当（障害手当）の対象と
なる方、障害者支援施設や特別養護老
人ホームなどの施設へ入所している方
は対象になりません。
※所得制限額（扶養のない方で
3,604,000円）を超えている方は対象に
なりません。
※所得超過により対象でなくなった方
も、翌年度以降の所得が制限基準内に
なれば、申請できる場合があります。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707 Fax3775－2000）

23年度就学援助の
申請を受け付けます
　公立小・中学校へお子さんを通学さ
せている保護者に、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24年3月まで支給します。
　詳しくは、4月初めに学校から配布し
た「就学援助のお知らせ」と「就学援
助申請書」をご覧ください。
※22年度認定されていた方もあらため
て申請してください。
※品川区外の公立学校に通学させてい
る方はお問い合わせください。
申4月28日㈭までに、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

お知らせ

区長から委嘱された相談員が、身
体や知的障害のある方の地域生活
に関する支援の相談に応じていま
す。秘密は固く守ります。お気軽
にご相談ください。
相談日時／随時
※訪問する場合は、事前に電話な
どで予約してください。
相談方法／訪問、電話、ファック
ス
相談内容／
身体障害者相談員＝身体に障害の
ある方の相談と必要な指導・助言
知的障害者相談員＝家庭における
養育、生活などに関する相談と必
要な指導・助言
※施設入所、身体障害者手帳・愛
の手帳の交付申請手続きなど、福
祉事務所との連絡調整を行ってい
ます。障害者福祉団体の紹介もし
ています。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707 Fax3775－2000）

氏名 住所 電話・FAX（兼用）

身
体
障
害
者
相
談
員
（
14
人
）　

視覚障害者 笹原　　稔 西中延1－11－4アサヒ治療院 070－6562－9328*1
下堂薗　保 東大井1－14－24－1211 3471－7253

肢体不自由児・者
（主として父母など）

浅井　幸夫 大井3－26－13－103 3773－1379
菊地絵里子 西大井6－5－4 6902－0070
尾下　貴美 西大井4－21－10－214 5742－2762
庭田富美代 西大井4－16－3第三富士見荘102 3773－9887

重症心身障害児・者 奥山きみの 東品川3－32－6－801 3450－6631
丸山　文子 東品川3－10－1－1703 3471－7939

肢体不自由者（本
人）・内部障害者

伊藤　　保 荏原2－17－2 3786－4504
杉村　美重 南大井1－13－7－402 3762－8492
髙橋　秀年 南大井1－13－7－1002 3768－5502

聴覚障害者 今井　千枝 荏原2－17－9－205 3785－6285*2
佐々木敏惠 旗の台4－10－2むつみ荘 3784－7895*2

人工肛
こう も ん

門・膀
ぼ う こ う

胱の方 松浦　輝義 二葉1－14－13田中荘 3786－8242

知的障害者相談員
（10人）

生澤小恵子 戸越2－9－17 3785－1574
犬丸　咲子 東品川3－21－18－105 3450－6532
上田　幸枝 北品川1－1－10－708 3450－4078
榎本　　薫 西大井3－7－18 3772－7215
大上　好江 南大井6－7－13－601 3763－8975
島崎　妙子 八潮5－1－4－218 3799－3670
平澤　栄子 小山6－24－14 3782－8033
松田　啓江 東中延1－4－5－401 3782－9534
目黒百合子 南大井2－12－1－502 3763－8695
安原　隆男 八潮5－8－44－301 3790－3108

心身の障害や障害児等の介護でお困りの時はお近くの相談員へご相談ください4月24日㈰は
品川区議会議員選挙の
投票日です
■期日前投票をご活用ください
選挙人名簿に登録があり、投票日
当日に仕事や旅行、レジャー、冠
婚葬祭などで、投票所へ行くこと
ができないと見込まれる方は、期
日前投票ができます。投票の際に
は、ご自分の入場整理券をお持ち
ください。

日時
4月18日㈪～23日㈯
午前8時30分～午後8時
（土曜日も受け付けます）

会場
品川区役所
第二庁舎6階261会議室
地域センター（13カ所）

※地域センターの窓口では、平日の午
後5時以降と土曜日は期日前投票の受
付のみ行います。住民票の写しの発行
などの通常業務は行いませんのでご注
意ください。
問選挙管理委員会事務局
☎5742－6845 *1＝電話専用　*2＝FAX専用　※50音順です。



●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23年
（2011）
4/11

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員

¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ（http://）情報館 キッズクラブ・シニアクラブ・健康ひろばは4ページです

コミュニティカフェの運営を
してみませんか
八潮南小学校跡地にできた「こみゅに
てぃぷらざ八潮」にある喫茶コーナーを
運営していただける団体を募集します。
場こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）
広さ／約60㎡
使用料／免除（光熱水費実費相当分は
負担していただきます）
募集団体／地域課題や社会的課題解決
のために活動している非営利団体
申5月2日㈪までに、地域活動課で配布
する申請書を地域活動課協働・ふれあ
いサポート係（品川区役所第二庁舎6階
☎5742－6605）へ持参
※開始時期、営業日時など詳しくは募
集要項をご覧ください。募集要項など
は区のホームページからダウンロード
もできます。

雨水利用タンク設置の
助成が変わります
雨水利用タンク助成が、購入費に加え
て設置工事費も助成の対象となりまし
た。
助成額／／購入費と設置工事費の合計の2
分の1（上限50,000円）
※上限50,000円のうち、工事費用の助
成額は15,000円を限度とします。
問都市整備下水道課工務係
☎5742－6794

シルバー人材センター
入会出張相談
自分にあった仕事が見つかります。シ
ルバー人材センターにご相談ください。
日4月27日㈬午前10時～午後3時
人区内在住で、健康で働く意欲のある
60歳以上の方
場参当日、荏原第四区民集会所（中延5
－3－12）へ
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713
※55歳からの無料職業紹介所「サポし
ながわ」の入会相談も開催します。

「品川区まちづくりマスタープラン策
定委員会」の区民委員を募集します
これからの品川区のまちづくりの方向性
を示す「品川区まちづくりマスタープラ
ン」策定のための、検討、審議を行う策
定委員会の区民委員を募集します。
任期／6月上旬～25年3月下旬
内委員会への出席（年3・4回程度）
人20歳以上の区内在住で、平日昼間の
委員会に出席できる方2人（選考）
※年齢は23年4月1日現在。
申5月10日㈫までに、都市計画課で配
布する応募用紙と、「これからの品川区
の都市づくりに必要なこと」か「これ
からのめざすべき都市のすがた」のど
ちらかをテーマとした作文（1,000字程
度）を同課（〠140－8715品川区役所
本庁舎6階☎5742－6532 Fax5742－
6889）へ郵送か持参、FAX
※応募用紙は区ホームページからダウ
ンロードもできます。
○区ホームページから電子申請もでき
ます。

ヘルパー2級講座
日5月9日㈪～8月16日㈫
内通信講座、スクーリングなど
人区内在住で、全課程出席できる方
40人（書類選考）
￥32,000円（テキスト代込）
申込書配布場所／／地域センター、高齢
者福祉課　※区ホームページからダウ
ンロードもできます。
申4月22日㈮までに、電話連絡の上、申
込書などを品川ケア協議会（〠140－
0004南品川4－11－1－503大崎ホーム
ヘルプサービス内☎3471－0337）へ郵
送か持参
問高齢者福祉課介護保険担当
（本庁舎3階☎5742－6927）

自衛隊幹部候補生を
募集します
募集期間／5月6日㈮まで
種別／／一般、技術、薬剤、歯科
人22～25歳の方
※修士課程の学位取得者は28歳未満。
一次試験日／5月14日㈯
※詳しくはお問い合わせください。
問自衛隊五反田募集案内所☎3445－
7747、防災課☎5742－6696

カラスの巣などの撤去を
行います
カラスの巣や落下したひなが原因で威嚇
や攻撃などの被害を受けている場合、巣
などの撤去を行いますのでご相談くださ
い。カラスは、春頃から巣作りを始めま
す。木の枝を切る、巣の材料となる針金
ハンガーをベランダに置かないなど、巣
作りを防ぐ対策を行いましょう。
問環境課指導調査係☎5742－6751

子ども読書の日フェアは
中止します
品川区からのお知らせである「統合ポ
スター」「統合ちらし」4月号に掲載さ
れた、4月24日㈰荏原文化センターで
のイベントを中心とした「子ども読書
の日フェア」は、大地震の影響により
中止させていただきます。
問品川図書館☎3471－4667

ウェルカムセンター原・交流施設の教
室　リズムダンス＆レクダンス教室
日5月13日～6月17日の金曜日
午後1時30分～3時30分（全6回）
人25人（抽選）　￥3,000円（保険料込）
場申4月30日㈯（必着）までに、往復
はがきで教室名、住所、氏名、年齢、
電話番号を同施設（〠140－0015西大
井2－5－21）へ
※定員に満たない場合は、中止するこ
とがあります。
問大井第三地域センター☎3773－2000

講座

公園で愛犬と楽しむための
マナー講習会
日4月29日㈷午前9時30分～11時30分
内警察犬訓練士によるデモンストレー
ション、実技指導、質疑応答他
対象／飼い主と飼い犬20組（先着）
場申午前9時～午後5時に、電話か直接、
しながわ中央公園管理事務所（区役所
前☎5740－5037）へ

早わかり成年後見制度セミナー
東京市民後見サポートセンターによる
成年後見制度のセミナーです。
日4月23日㈯午後2時～4時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
人40人（先着）
申4月22日㈮までに、電話で品川成年
後見センター☎5718－7174へ

子育て若葉マーク講習
受託グループを募集します
乳幼児の保護者を対象にした子育ての
学習会や子育て支援の講座を、区に代
わって開催するグループを募集します。
テーマ／子どもの入園や就学の準備、
家庭教育やしつけ、乳幼児の成長と親
の関わりなど
内7月1日㈮～24年3月15日㈭に1・2回
の講座（学習会）を開催するグループ
に委託料を支払い（上限20,000円）
※委託料は講師謝礼、保育者謝礼、会
場使用料、事務用消耗品などに使用。
対象／次の全てにあてはまるグループ
13団体（選考）
①5人以上で構成され、代表者と半数以
上が区内在住・在勤・在学である
②乳幼児の親が会員となって活動して
いる、または子育て支援などの活動を
している
※子育て若葉マーク講習を過去連続し
て3回、受託した団体は申請できません。
申請書配布場所／子育て支援課、文化
センター、児童センター、図書館
申5月27日㈮（必着）までに、申請書
を子育て支援課（〠140－8715品川区
役所本庁舎7階☎5742－6720）へ郵送
か持参
※委託候補団体への説明会を6月10日
㈮午前10時に行います。

お得で地球にやさしい
省エネ生活セミナー
日々の省エネの取り組みにより、お得
で環境にやさしい生活について学びま
せんか。
日5月15日㈰午後1時～2時
場環境情報活動センター（第三庁舎3階）
人30人（先着）
申4月28日㈭までに、電話で環境課環
境推進係☎5742－6755へ

お知らせ
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高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定
するボランティア活動1回につき、1ポイントを差
し上げます（年間50ポイントが上限）。ためたポイン
トは区内共通商品券との交換か、福祉施設などに
寄付ができます。事前にボランティアセンターや
対象施設などで申し込みが必要です。登録者には

「はつらつカード」を発行します。
人区内在住でおおむね60歳以上の方
対象施設／／区が指定する高齢者施設、障害者施設
など（さわやかサービス、ほっとサロンでの活動も
含まれます）
※詳しくはお問い合わせください。

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

ボランティア募集
品川ボランティアセンター☎5718－7172

HP  shinashakyo.jp/volunteer/

品川区地域貢献ポイント事業
品川ボランティアセンター☎5718－7172
高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733 ●自由クラブの補助・手伝い

高齢者施設で利用者と一緒に工作
などをします。
日週1回（月・土曜日）13:00～15:00
場八潮在宅サービスセンター（八潮5）
●移動介助
高齢者のイベント会場までの移動（車
いすなど）の手伝いをします。
日月1回（日曜日）13:30～15:30
場福栄会（東品川3）
●コンサートの会場案内
チャリティコンサートに来場した
障害者の会場案内などをします。
日5月1日㈰12:30～17:00
場ゆうぽうと（西五反田8）
※ゆうぽうとへのお問い合わせは
ご遠慮ください。

●花壇の手入れ
児童センター前の花壇の手入れを
します。
日月～土曜日9:00～18:00
曜日・時間は相談で
場中原児童センター（小山1）
●手芸クラブ指導
障害者のビーズアクセサリー制作な
どの手伝いをします。
日第1・3木曜日14:00～15:30
場地域生活支援センターたいむ
（西五反田2）
●習字クラブ手伝い
高齢者施設で半紙の準備、作品展
示、片付けをします。
日週1回（水曜日）13:30～15:00
場ケアセンター南大井（南大井5）

ポ

ポ

さわやかサービス協力会員募集
さわやかサービス☎5718－7173
HP  shinashakyo.jp/sawayaka/

ポ

■使用済みの切手・テレホンカード類（未使用も可）を品川ボランティ
アセンター（〠140－0014大井1－14－1）へ送ってください

ポ

さわやかサービスは高齢者や障害者を対象とし
て、家事援助を中心に、区民相互の助け合いを支
援する有償のボランティアサービスです。地域の
助け合い活動に参加しませんか。
内掃除、食事作り、外出の付き添い、福祉車両（車
いすごと乗れる車両）の運転など

人18歳以上の方
謝礼／1時間700円（交通費支給）

【協力会員募集説明会】
日4月22日㈮午後2時～3時30分
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

スポーツ

講座・講演

暮らしの中でのちょっとした心づかいがボランティアの始まりです。
できることから始めてみませんか。
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身近でやさしい法律講座
相続、離婚、借金、成年後見など身近
な問題を取り上げます。いざという時
にあわてない、法律の基礎を学びます。
日5月25日㈬午後1時30分～3時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
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、託児希望の方はお子さ
んの年齢・性別を男女共同参画センター
（☎5479－4104 Fax5479－4111）へ

ソーラー工作教室
（ソーラーモンキー）
太陽の光をあびるとロープを渡ってい
く「ソーラーモンキー」を作ってみま
せんか。
日5月15日㈰午前10時30分～正午
場環境情報活動センター（第三庁舎3階）
人小学3年生以上の方30人（先着）
※保護者同伴可。
￥1,000円（材料費）
申4月28日㈭までに、電話で環境課環
境推進係☎5742－6755へ

星薬科大学公開講座
先端科学創造シンポジウム
日5月13日㈮午後1時30分～3時
場同大学（荏原2－4－41）
内メタボリックシンドロームとアディ
ポサイエンス
講師／松澤佑次（住友病院院長）
人100人（抽選）　
申4月25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

自主グループ講師派遣制度の
利用団体を募集します
自主グループが行う学習会の講師謝礼
の一部を区が負担します。
対象／3月31日までに社会教育関係団
体に登録した団体100団体（選考）
助成額／／6月10日～24年2月29日に実
施する学習会・講習会の講師謝礼（1回
分）の実費（上限16,000円）
申5月20日㈮までに、申請書を、文化
スポーツ振興課文化振興係か文化セン

ター、八潮地域センター（八潮5－10
－27）へ持参
※申請書は申し込み先で配布。

メイプルセンターの講座
①茶道　裏千家
日4月14日～6月23日の木曜日
午後6時30分～8時30分（全9回）
※全10回のうち2回目からの途中入会。
人18人（先着）
￥24,885円（水屋料込）
②ウクレレ＜ビギナークラス＞
日4月16日～6月25日の土曜日
午後1時～2時15分（全10回）
※全11回のうち2回目からの途中入会。
人12人（先着）
￥14,000円（テキスト代別）
③エアロ＆ピラティス
ボディバランスを整えよう
日4月20日～6月22日の水曜日
午後6時30分～8時（全9回）
※全11回のうち3回目からの途中入会。
人18人（先着）
￥12,330円
④品川の匠シリーズ～面打ち
日4月21日～6月23日の木曜日
午後3時30分～5時30分（全9回）
※全11回のうち3回目からの途中入会。
人12人（先着）
￥18,000円（教材費別）
⑤気軽に英会話
＜初中級セミプライベート＞
日4月21日～6月23日の木曜日
午後7時～8時30分（全9回）
※全11回のうち3回目からの途中入会、
4月14日㈭の見学可。
人8人（先着）
￥22,950円
⑥伝統芸能に親しむ
三味線に合わせて唄う小唄・端唄教室
日4月26日～6月14日の火曜日
午後3時30分～5時30分（全4回）
※全5回のうち2回目からの途中入会。
人9人（先着）
￥10,000円
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
場①きゅりあん（大井町駅前）
②～⑥同センター（西大井駅前）
申電話で同センター☎3774－5050へ

　催し

新緑の文化財めぐり
西五反田の文化財を訪ねる
日5月22日㈰午後1時～4時　
※小雨決行。
コース／／五反田駅～徳蔵寺～安楽寺～氷
川神社～行元寺～安養院～瀧泉寺（目黒
不動）～青木昆陽の墓～林試の森公園～
お猿橋庚申堂～武蔵小山駅　※約5㎞。
人100人（抽選）　￥50円（保険料）
申4月21日㈭までに、往復はがきに「文
化財めぐり」とし、参加者全員の住所・
氏名・年齢・電話番号を庶務課文化財
係（〠140－8715品川区役所☎5742－
6839）へ

第27回楽しいバザー五月祭り
模擬店など盛りだくさんのイベントです。
日5月22日㈰午前10時30分～午後2時
30分　※雨天決行。
内バザー、模擬店、手作り品販売、福
祉相談コーナー、アトラクションなど
○当日のボランティアも募集します
時間／午前9時30分～午後3時30分
※午前のみ・午後のみも可。
内模擬店での販売など
※昼食・エプロンは用意します。
申5月10日㈫までに、電話で同センターへ
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
場問品川総合福祉センター
（八潮5－1－1☎3790－4839）

秘湯奈良田とソーセージ作り体
験～品川＆早川ふるさと交流
日6月11日㈯午前7時30分～12日㈰午
後5時30分（区役所集合・解散、往復
バス、1泊2日）
宿泊／／早川町営ヴィラ雨畑（温泉）
人区内在住か在勤の方23人（抽選）
※小学生以下は保護者同伴。
￥10,000円、小学生以下6,000円
（交通費・宿泊費込）
申4月27日㈬（必着）までに、はがき
かFAXに「ソーセージ」とし、参加者
全員の住所・氏名（ふりがな）・性別・
年齢・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

2011品川区民
「春のコンサート」
管弦楽で奏でる風薫る初夏の夕べをお
楽しみください。　
日5月28日㈯午後6時30分開演　
（午後6時開場）
場きゅりあん（大井町駅前）　
曲目／ブラームス「交響曲第2番」、ラ
フマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」、モー
ツァルト「歌劇ドン・ジョバンニ序曲」
指揮／高橋隆元　
ピアノ／有森直樹
演奏／／品川区民管弦楽団　
￥700円（全席自由）　※当日券有り。
託児／／2歳～就学前の1人遊びができる
お子さん10人（先着）
※5月19日㈭までに、はがきに「コン
サートの託児」とし、住所、氏名、電
話番号、お子さんの氏名（ふりがな）・
性別・年齢を文化スポーツ振興課文化
振興係へ。
チケット販売・問文化スポーツ振興課
※当日券は、会場入り口で販売します。

品川清掃工場見学会
日4月23日㈯午前10時～11時30分
（現地集合・解散）
内ビデオなどによる説明、施設見学
人50人（先着）
場申4月21日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5353）へ

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

消火器の廃棄方法
（廃棄処分のみを希望する場合）
区では、消火器の収集・処分は行っていません。また、
ごみとしての廃棄はできません。消火器の処分は、日
本消火器工業会が、地域の販売店などと協力して行っ
ています（有料）。
問日本消火器工業会（消火器リサイクル推進センター）
☎5829－6773、東京都消防設備協同組合第4支部（前
出工機内）☎3449－1581
※リサイクルシールのない消火器を廃棄する際は、運
送・保管費用のほかシール代が必要になります。
○その他、区指定業者でも取り扱いをしています。

家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん

種類 薬剤重量 価格
購入 粉末消火器5型（国家検定品） 1.5㎏ 4,500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

※耐用年数（おおむね8年）を経過したものは詰め替えできません。

区指定業者 所在地 電話番号
神谷商会 二葉1－6－2 3783－4882
後藤塗料商会 南大井4－15－7 3762－0376
平井商会 大井7－26－12 3772－2895
前出工機 東五反田3－17－5 3449－1581
和田商会 二葉2－10－4 3782－1885
アサヤマ 東五反田1－7－6 3443－6191
竹内商会 西大井2－17－10 3772－7913
東日工業 西五反田2－24－9 3494－8936

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。

申込締切日／／毎月25日　※配達は翌月中旬です。
申電話かはがき、FAXに「消火器購入」か「詰め替え」とし、住所、氏名、電話番号（昼
間連絡のとれる）、希望本数、古い消火器の処分希望の有無、処分希望の方は本数を防災
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。
※購入・詰め替えの申し込みと同時の場合に限り、古い消火器を1本1,000円（消火器リ
サイクルシール貼付のものは500円）で引き取ります。
●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、電話申込受付票を持参
します。訪問販売や電話での勧誘は一切していません。あっせんに便乗した悪質な業者に
は十分ご注意ください。不審な訪問や電話がありましたら、防災課までご連絡ください。

催　し ★

★

日4月17日㈰午後1時30分～3時
曲目／／エルガー「愛の挨拶」他
出演／／品川クラシック音楽協会
場参当日、中小企業センター3階
レクホール（西品川1－28－3☎
3787－3041）へ

第178回
しながわ

日曜コンサート
しながわ

日曜コンサート



● 子ども夢ウィーク
● 地デジ対策
● 品川区配偶者暴力対策基本計画策定
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広　報

古紙配合率70％再生紙を使用しています

品川区

品川区は、サービス精神、
チャレンジ精神、新感覚
でイメージアップ運動を
進めています。

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
デジサポ東京中央
☎6743－0500

4月15日に
選挙特集号を
発行します

2月13日㈰、きゅりあんで、NHKハートフォーラム「あな
たの財産と暮らしを守る　成年後見制度」が開催されま
した。当日、品川区社会福祉協議会成年後見センターの
斉藤所長が区の代表のパネラーとして参加しました。

品川レインボーズ優勝報告

2月17日㈭、少年野球チームの品川レイ
ンボーズが区役所を訪れ、中野区少年
軟式野球交流大会で優勝したことを報
告。次の目標の全日本学童東京大会に向
け、新たなスタートを切りました。

水上特殊技能班結成

3月4日㈮、品川消防団水上特殊技能班運
用開始式と船舶火災消防演習が行われま
した。消防団で水上特殊技能班を結成す
るのは東京都で初めて。水上特殊技能班
は屋形船や釣り船、プレジャーボートな
どの所有者・従業員26人で構成され、品
川消防署管内の河川や運河地域での船舶
災害の消火や救助にあたります。

菜の花マラソン

2月15日㈫、鮫浜小学校の名物行事となっ
た菜の花マラソンが行われました。この
マラソンは「しながわ花海道プロジェク
ト」が整備している花海道で行われ、1
年生から6年生まで、123人全員が無事に
完走しました。

区ホームページでも、品川区内の最近ので
きごとをお知らせしています。

2月19日㈯・20日㈰、「明るい未来　エコライフ」をテー
マに品川区消費生活展がきゅりあんで開催されました。
区内の消費者団体の皆さんが、活動や研究成果を発表し、
楽しみながら役立つ様々なイベントを行いました。

消費生活展を開催 成年後見制度
ハートフォーラム

八潮学園では、産業技術高等専門学校と連携し、1～9年
生でものづくり学習を進めてきました。今年は、この学
習を通じて11人が産業技術高等専門学校の入学試験に合
格し、「未来のエンジニア」が誕生しました。

未来のエンジニア誕生

しながわ
写真
ニュース

2月20日㈰、改修工事中の鮫洲運動公園で、区内の小・中
学生60人を対象とした工事見学会を行いました。その中
で丸太ステップの塗装や芝張りなどを体験しました。公
園の北側部分は3月26日㈯から開放しています。

子どもたちが見学・体験

2月17日㈭、山中いきいき広場でタウンミーティングを開
催。濱野区長と意見を交換したのは、山中いきいき広場
運営協議会を運営している15人の皆さんで、今回は区長
が訪問する形で行われました。

江戸の旅へようこそ 海外派遣生懇談会を開催

2月12日㈯～4月10日㈰、品川歴史館では、企画展「江戸
の旅へようこそ　今井金吾コレクションの世界」を開催
しました。大井に在住していた故今井氏の当時の旅行案
内書から、興味深い江戸の旅の実態がよみがえりました。

2月19日㈯、派遣生から海外でのホームステイ経験や交流
の成果などについてフレッシュな意見を聴くため、品川
区国際友好協会は、中小企業センターで海外派遣生懇談
会（51人参加）を初めて開催しました。

2月8日㈫、区役所で児童・生徒教育長表彰式が行われま
した。これは、区立小・中学校の児童・生徒のうち、スポー
ツと文化などの分野で優秀な成績を収めた20人と3団体
に対し、その栄誉をたたえ表彰しました。

山中いきいき広場で山中いきいき広場で
タウンミーティングタウンミーティング

児童・生徒児童・生徒
教育長表彰式教育長表彰式


