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クーリング・オフは訪問販売、
電話勧誘販売や路上で呼び止め
られ契約をした場合などに適用
できます。
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大震災を利用した大震災を利用した
便乗商法便乗商法やや詐欺詐欺にに
だまされないで！！だまされないで！！

高齢者の方は、被害にあっていることに気がつ
かなかったり、あきらめてしまう方もいます。
ひとり暮らしのお宅に見慣れない人が出入りし
ていたり、不審な商品や契約書に気がついたら、
ひと声かけて消費者センターへの相談を勧め
てください。

便乗商法に気をつけましょう便乗商法に気をつけましょう
電話勧誘や訪問販売で、震災の不安に付け込
み、通常より高い商品やサービスの契約をさ
せられたという苦情が増えています。
例ペットボトル入りの水、屋根工事
耐震診断、リフォーム工事など

利殖商法の手口に注意利殖商法の手口に注意
「○○社からの封書が届いていたら譲ってほ
しい」とあらかじめ電話をしてきて、いかに
ももうかりそうにだます劇場型の手口が、未
公開株から他の取引に、変わってきました。
必ずもうかる話はありません。
例社債、ファンド、水資源の権利、イラク・ディ
ナール、スーダン・ポンドなど

義援金詐欺にだまされない義援金詐欺にだまされない
「被災地の復興支援の義援金として寄付をす
るので貴金属を売ってほしい」「売上金の一
部を震災の義援金にするので北海道のカニを
買わないか」というものや、「振り込め詐欺」
も横行しています。義援金は､ 確かな団体を
通して送るようにしてください｡ 振込口座が
確かなものであるかをあらかじめ確認しま
しょう。

買い占めない買い占めない
必要以上に購入する消費者の行動が、価格を
つりあげたり、モノ不足を招きます。今すぐ
必要でないものをむやみに買い占めないよう
にしましょう。

消費者の日街頭啓発
悪質商法防止の街頭啓発を行います。
日5月30日㈪午後2時30分から　場大井町駅前
共催／品川区消費者団体連絡会

消費者センター消費生活相談
大井1－14－1
大井1丁目共同ビル

☎5718－7182
月～金曜日　午前9時～午後4時（来所・電話）
土曜日電話相談　午後0時30分～4時
第4火曜日夜間電話相談　午後4時～7時

おかしいな、変だなという感覚を大切に
1人で悩まずに早めに相談をしてください

クーリング・オフの書き方

●契約書を受領した日から8日以内（消印有効）に（マルチ・
内職商法は20日以内に）、書面で発送
●必ずコピーを取り、特定記録か簡易書留で送り、送った証
拠を残す

○クーリング・オフができるかどうかや書き方など、詳し
くは消費生活相談へお問い合わせください。

クーリング・オフ（契約
解除）は

必ず書面で！

ミニ青空市 マイバッグ（買い物袋）をご持参ください
日5月19日㈭午前10時から　内安全安心な有機無農薬・減農薬栽培
の野菜と果物の販売　場消費者センター（大井1－14－1☎5718－7181）

地域で広げよう
消費者の
安全・安心
5月は消費者月間です
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　品川学園には、就学前教育の施設
も併設され、0歳から15歳の子ども
が通う、保幼小中一貫した教育を行
う施設となります。さらにこの学園
には、エコスクールとして環境に配
慮した設備が各所に配置されており、
今後、この設備を利用し、充実した
環境学習を行っていきます。
　また、市民科学習の一環として、社会のしくみ
や経済の働きについて体験的に学ぶ施設「ス
チューデント・シティ」と「ファイナンス・
パーク」も併設されており、これからは、
区内の全小・中学校の児童・生徒が
この施設を使用して学習していき
ます。

　豊葉の杜中学校の開校式には、
新7年生108人を含む全校生徒
342人が、新しい標準服を着て参加

しました。濱野区長から「荏原第三中学
校、荏原第四中学校両校の良いところをそ

れぞれ生かして素晴らしい学校を創ってもらい
たい」と挨拶があり、開校宣言が行われました。

　この後、生徒代表の堀内絵里沙さんが、「二つの学校の伝統や
良いところを併せて品川区で一番の中学校にしたいです。2年後、同

じ学校に通う小学生たちのお手本になるよ
うにしたいです」と力強く挨拶しました。
　豊葉の杜中学校は、25年には大間窪小
学校、杜松小学校とともに区内6校目の施
設一体型小中一貫校「豊葉の杜学園」とし
て開校する予定です。

指導課
小中一貫教育係
☎5742－6595

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）、地域センター
※月～金曜日（祝日を除く）。※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、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
（口座番号）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
みずほ銀行の窓口・ATMからの振り込み手数料は無料です。

宮古市・富岡町への義援金の受付

受付期間／9月30日㈮まで

●日本赤十字社☎3437－7081
（口座番号）00140－8－507（口座名義）日本赤十字社　東日本大震災義援金
●中央共同募金会☎3581－3846
（口座番号）00170－6－518（口座名義）中央共同募金会　東日本大震災義援金

○通信欄に「東日本大震災義援金」と記入すると、ゆうちょ銀行の窓口で
の振り込み手数料は無料です。
○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）は高齢
者福祉課、地域センターでも受け付けています。

東日本大震災被災地全域への義援金受付

郵便振替

災害時における
相互援助協定を
締結しています

問い合わせ

ご支援・ご協力ありがとうございます
●義援金総額　65,726,609円（4月21日現在）
皆さんからお預かりした義援金は、岩手県宮古市・福島県富岡町・宮城県へ、
既に4,650万円を届けました。今後も、順次被災地へお届けします。

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

区の街路灯については、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

区内の公共住宅に被災者の受け入れを行いました
　東日本大震災の被災者や、東京電力福島第一・第二原子力発電所の事故に伴
う避難指示などで住宅に困窮されている方に対して、区内の公共住宅の提供を
行いました。岩手県・宮城県・福島県で被災された16世帯58人の方が入居さ
れました。　※新規の募集は行っていません。
問都市計画課住宅運営担当☎5742－6776
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23年1月に実施したパブリックコメントでいただいた主なご意見と考え方
ご意見 区の考え方

区民は過度な行政への要求はやめ、向こ
う三軒両隣の精神を大切にし、行政は、
財政の有効活用と無駄の排除により、必
要最小限の行政サービスを意識するべき
であり、その中で区と区民が協力する必
要がある。

地域全体で支えるしくみを構築するためには、自助・共助･公助の
役割分担や連携が重要です。本計画を通して、地域の特性を十分
に生かした地域福祉に関わる様々な団体などとの連携を強化して
いきます。また、地域福祉に係る行財政では、さらに効率的・効
果的な事務事業の執行をめざします。

地域の見守り活動において、町会・自治
会の活動と民生委員の活動がかぶってし
まうのではないか。

地域の支えあい活動を推進するため、13地区に設置された「ふれ
あいサポート活動会議」を中心に、地域の特性にあった様々な活
動が展開されています。この活動を通し町会･自治会、民生委員、
高齢者クラブ、ボランティアなど多様な地域団体が連携を密にし、
重層的な見守り活動を行うことが重要であると考えています。

地域の支えあい、憩いの場づくり、お節
介でない見守り、地域の連帯と話し合い
の場づくり、ヤングシニアによる手助け、
83（ハチサン）運動の充実が必要である。

ほっとサロンのような、気軽に集える場の確保・拡充を図っていき
ます。また様々な団体などの活動が、より地域に根ざした活動とな
るようさらに支援していきます。

どこにどのような人が住んでいるか（年
齢・性別など）という情報があると良い。

地域福祉、見守り活動を一層推進するためには個人情報の共有が
重要です。情報を有効に活用するとともに適切に保護するしくみ
をつくります。また、情報活用のＰＲに努めます。

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

○「品川区地域福祉計画」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、高齢者福祉課（本庁舎3階）、
区政資料コ－ナ－（第三庁舎3階）、地域
センタ－、図書館、区ホ－ムペ－ジでご覧
になれます。

19人の方から61件の
ご意見をいただきました。

１．地域における生活課題を自助・共助・公助の連携により解決する。
２．対象者別の個別計画では解決できない横断的な取り組みを推進する。
３．新たな地域の課題に対応した取り組みを推進する。

第2期品川区地域福祉計画を策定しました
区では平成15年に策定した現行計画の期間満

了に伴い、新しい品川区地域福祉計画を策定
しました。策定にあたっては基本構想・長期基本
計画との整合を図りつつ、これまでに地区懇談会
などで様々な立場の方から伺ったご意見や、1月に

実施したパブリックコメントで寄せられたご意見
などを参考にしました。今号では、その概要をお
知らせします。
　問い合わせ
高齢者福祉課介護保険担当☎5742－6927　

相談 支援

基盤

相談から支援に
つなげるしくみ

安心して暮らせるための
具体的な支援メニューの充実

担い手の育成、拠点整備など
活動しやすい環境づくり

地域の支えあいに
必要な情報の活用と保護

●身近な地域での相談・コーディネート
機能の充実

●区民主体の取り組みへの支援
●区民の参加を得て区や社会福祉協議会が
実施するサービスの拡充

●支援を必要とする人の情報の活用と保護●自主的な活動を支援するしくみづくり
●地域福祉を担う人材の育成支援

施策の四つの柱と重点施策施策の四つの柱と重点施策

本計画改定にあたっては、現行計画の基本理念、基本目標を継承します
計画の基本的な考え方計画の基本的な考え方

基本理念 みんなが主役
　参加と支えあいのまち　品川

基本目標 １．区民が互いに支えあう地域のつながりの構築
２．区民と行政がそれぞれの役割を担う公民の協働
３．区民みんなの参加で築く支援のしくみ
４．誰にも分かりやすく、利用しやすいしくみづくり

計画期間計画期間
23 ～32年度
（10カ年）

計画の目的計画の目的

情報
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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）
5/11

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

日6月4日～8月6日の土曜日午後3時～5時30分（全10回）
場総合体育館　人小・中学生20人（抽選）
￥1,000円（保険料込）
申5月23日㈪までに、往復はがきで教室名、住所、氏名、
年齢、電話番号、学校名、学年、卓球歴をスポ－ツ協
会へ

折り紙やちらしを使って動物の指人形や二十四面体などの多面体を作ります。
日6月12日㈰午後2時～4時　
講師／水野さゆり（子ども向けワークショップ開
催団体イクモ代表）
持ち物／／制作物を持ち帰る袋
人小学生と保護者20組（抽選）
場申5月30日㈪（必着）までに、往復はがきか
FAXで講座名、住所、氏名、年齢、電話・FAX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☎・Fax5742－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

日6月12日㈰・19日㈰午後1時～3時（全2回）
人6歳～小学4年生20人（抽選）　￥500円（保険料込）
場申5月20日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、住所、氏名、年齢、電話番
号をウェルカムセンター原・交流施設（〠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

医療機関の24時間案内

●救急相談センター　   ☎＃7119
IP電話などは　☎3212－2323

●品川消防署　☎3474－0119
●大井消防署　☎3765－0119
●荏原消防署　☎3786－0119

会場 日時
品川保健
センター 7/24㈰ ① 9:30～12:30

②13:30～16:30
荏原保健
センター 7/ 2㈯ ③ 9:30～12:30

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6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6月25日㈯午後1時30分～4時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）

内　容 講　師
講義「生活習慣病
の予防と運動」

杉江正光（東京都健康
長寿医療センター医師）

実技「心と身体が軽
くなるパワーウオー
キング」

古賀和仁（日本パワー
ウオーキング協会会長）

人60人（先着）
申6月17日㈮までに、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2225へ

授乳を楽しむこつを、助産師と一緒に体
験しませんか。
日6月2日㈭午後3時～4時
人おおむね1・2カ月児の母親10人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666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）

5月15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）

5月15日㈰

　　　内科鈴木医院 西大井 6 － 7 － 6 ☎3772－2160
　　　藤田歯科クリニック 西品川 3 － 5 － 8 ☎3491－3333
　　　伊藤歯科医院 豊　町 3 －12－17 ☎3781－5834
　　　みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450
　　　押田接骨院 小　山 2 － 8 －13 ☎3787－8036

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

5月14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
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※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 

ジュニア卓球教室

初心者少年・少女サッカー教室

二人で子育て（両親学級）

健康大学しながわ第1回公開講座

日5月20日㈮午前11時30分～午後2時
場きゅりあん（大井町駅前）
内厚揚げとナスのトマトカレー、季節野菜のピクルス、なめ
らか杏仁豆腐
人70歳以上の方30人（先着）  ￥800円
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん2枚（食器用、台ふきん）
主催／／品川栄養士会
申5月18日㈬までに、電話で健康課健康づくり係☎5742－
6746へ

70歳からの簡単料理教室
薬膳風カレーで代謝をアップ

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

環境学習講座～親子で楽しめる折り紙教室

／

／

／

／

小

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。

母乳相談

●東京都保健医療情報センター（ひまわり）　☎5272－0303



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）

子ども手当が引き続き支給さ
れます
子ども手当は23年4～9月、22年度と同
様に支給されることになりました。
支給額／子ども1人につき月額13,000円
支給対象／／0歳～中学3年生（15歳に達
した最初の3月まで）のお子さんを養育
している方
●次にあてはまる方は新たに申請手続
きが必要です
・新たに出生して養育する子どもが増えた
・他の市町村から品川区に転入した
・まだ申請していない
・公務員になった（勤務先へ申請）、ま
たは公務員でなくなった（品川区へ申請）
※申請した翌月分から支給します。
※出生日・転入日が月の後半の場合は、
翌日から15日以内に申請すると、出生
日・転入日の翌月分から支給します。
問子育て支援課手当・医療助成係
☎5742－6721

東京都公害防止管理者の資格
取得のための講習
一部の工場に選任が義務付けられてい
る東京都公害防止管理者（1種、2種）
の資格を取得するための講習が行われ
ます。
日1種＝①7月26日㈫～28日㈭
②8月23日㈫～25日㈭
2種＝③7月20日㈬・21日㈭
④8月9日㈫・10日㈬
場①豊島勤労福祉会館
②東京都南部労政会館
③東京自治会館
④ティアラ江東
￥1種8,200円、2種5,700円
申込書の配布場所／／環境課（第二庁舎4
階）、都庁案内コーナー（第一・二本庁
舎1・2階）
申6月21日㈫～23日㈭に、都庁（第二
本庁舎1階臨時窓口）へ持参
※詳しくは、都環境局ホームページを
ご覧ください。
問環境課指導調査係☎5742－6751
東京都計画課☎5388－3435

車いす同乗車両の購入・改造
費用を助成します
車いすを利用している方に、車いすで
容易に乗れる自動車を購入・改造する
ための費用の一部を助成します。
人次の全てにあてはまる方
①区内に引き続き1年以上住所がある
②身体障害者手帳か愛の手帳をお持ち
で常時車いすを使用している
③前年の所得が所得制限基準額以内
④4月1日～24年3月31日に購入か改造
をした、またはその見込みがある
⑤次の助成金額以上の費用を要する
助成金額・件数（抽選）／／
購入費300,000円＝4件
改造費150,000円＝2件
申5月12日㈭～6月3日㈮に、直接、障
害者福祉課障害者福祉係（本庁舎３階
☎5742－6707 Fax3775－2000）へ

品川区国際友好協会のお知らせ
①第39回お国自慢料理教室
外国人と日本人の交流の場です。
日6月25日㈯午前10時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内グルジアの家庭料理
人区内在住・在勤の外国人、日本人
各18人（抽選）　￥1,000円
申込締切日／／5月26日㈭（必着）
②高校生夏期語学研修派遣生の募集
日8月5日㈮～27日㈯（23日間）
派遣先／／オークランド市
（ニュージーランド国）
人区内在住か在学の高校生10人（選考）
￥193,000円
選考方法／作文と面接
申込締切日／／6月20日㈪
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
申申込締切日までに、①は往復はがき
かホームページの応募フォームで、教
室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号、在勤者は勤務先の名称・
所在地・電話番号、外国人の方は国籍
を同協会（〠140－0005広町2－1－36
☎5742－6517 HP www.sifa.or.jp）へ
※申し込みは1人1通。
②は同協会（第三庁舎4階）で配布する
申込用紙と作文を同協会へ持参（月～
金曜日は午前9時～午後5時。火～木曜
日は午後7時まで）

再就職支援講習会
日5月27日㈮午後1時30分から
内履歴書や職務経歴書の書き方、面接の
受け方など
人おおむね55歳以上で就職を希望する方
20人（先着）
場申電話でサポしながわ（北品川3―
11―16品川第一地域センタービル2階
☎5783－5539）へ

成年後見制度説明会
認知症や知的障害などにより自分で十分
な判断ができない方の権利や財産を守る
「成年後見制度」について説明します。
日5月26日㈭午後2時～4時
講師／／村長剛二（民事法務協会リーガ
ルエイド・カウンセラー）
人30人（先着）
場申5月25日㈬までに、電話で品川成
年後見センター（大井1－14－1☎
5718－7174）へ

ぷりすくーる西五反田職員募集
①保育士（常勤）
採用予定日／6月1日㈬
勤務日時／／週5日（月～土）午前7時30
分～午後8時30分のうち8時間
人保育士資格を有する方1人（選考）
内保育園での0～2歳児の保育など
月給／187,000円から
※交通費支給（月15,000円まで）。
②保育士業務補助（非常勤）
採用期間／6月1日㈬～24年3月31日㈯
勤務日時／／週4日（月～木）午後1時30
分～5時30分
人18歳以上の方1人（選考）
内子育て支援センターでの一時預かり
保育
時間給／／900円から※交通費1日500円。
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
場申5月25日㈬までに、履歴書（①は
保育士証の写しも）をぷりすくーる西
五反田（〠141－0031西五反田3－9－
9☎5759－8081）へ郵送か持参
問保育課保育計画係☎5742－6723

9人制クラス別バレーボール大会
日6月12日㈰午前9時から
場日野学園（東五反田2－11－1）他
種目／家庭婦人
試合方法／／クラス別トーナメント戦
（敗者戦有り）
￥1チーム12,000円
連盟登録チーム6,000円
主催／／品川区バレーボール連盟
申6月1日㈬までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ
※主将会議は6月8日㈬午後7時から総
合体育館。

軽井沢レクの森キャンプ場開放
日7月16日㈯～8月20日㈯泊
交通／軽井沢駅下車バス30分
費用（1泊）／／
常設テント使用料＝1張1,500円
入村料＝1人250円、小・中学生150円
保険料＝1人30円（宿泊者全員にかか
ります）　※寝袋・なた・炊飯用具など
は無料で貸し出し。
申5月24日㈫までに、往復はがきに「軽
井沢レクの森」とし、住所、氏名、年齢、
電話番号をスポ－ツ協会へ
※1グル－プ1枚。
※抽選で受付順を決めます。
※抽選後の受付は6月6日㈪から。

第62回春季新人優勝卓球大会
日6月12日㈰午前9時から
場総合体育館
種目／／シングルス＝一般男子・女子
シニア男子（50歳以上）・女子（60歳以
上）、ジュニア（18歳以下）男子・女子
ダブルス＝一般男子・女子、シニア男
子（合計105歳以上）・女子（合計110
歳以上）　※ダブルスとシングルスは重
複可。　※年齢は24年4月1日現在。
￥シングルス＝1,200円（連盟登録者
900円）、ダブルス＝1人900円（連盟登
録者800円）、ジュニア＝1種目500円
主催／／品川区卓球連盟
申5月24日㈫までに、費用を持ってス
ポ－ツ協会へ

お知らせ スポーツ

●協定宿泊施設の宿泊費を割引します
早川町内の協定旅館に宿泊するとき、一般料金の
1割引でご利用できます。
※年末年始などの特定期間は割引除外の施設があ
ります。
○品川区国民健康保険、後期高齢者医療制度の加
入者は、1割引のうえ、1泊につき2,000円の助成
が受けられます。詳しくは、国保医療年金課保険
事業係☎5742－6675へお問い合わせください。

●町営宿泊施設の宿泊費を補助します
早川町の町営宿泊施設「ヘルシ－美里」「ヴィラ雨
畑」に宿泊するとき、1泊につき2,000円（年度内
3泊まで）を助成します。

●町営宿泊施設へのタクシ－代を
　助成します（区民2人以上）
早川町はバスの本数が少なく交通が不便なため、
電車利用の方が町営宿泊施設までタクシ－を使用
する場合、下部温泉駅からの片道タクシ－代を助
成します。
※区内在住の方2人以上でご利用ください。
※事前の予約と、一部自己負担（1人1,000円）が
必要です。

●町営バスを交流事業の送迎用に
　利用できます
20人以上の団体が早川町内に宿泊し、交流事業を
実施するとき、町営バスを使用して区内から割安
な料金で送迎します。※事前予約が必要です。

●各種「体験教室」を利用できます
早川町では、「南アルプス邑・技と遊の体験教室」
を開催しています。
内そば打ち、籠作り、豆腐作り、コンニャク作り、
ウインナ－作り、陶芸、すずり作り、木工など
※講師料や材料費がかかります。10人以上の
団体には、講師料などの一部を助成する制度も
あります。

品川
早川
区民交流の区民交流の
支援事業ご案内支援事業ご案内

& ふるさと事業

住まいの情報誌を作成しました
住まいに関する様々な情報を
集めた冊子『すまいの情報～
品川区の住宅施策のご案内～
2011年版』を作成しました。
ぜひご活用ください。
配布場所／／都市計画課（本
庁舎6階）、地域センター
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

住み替え相談センターが
オープンしました
住み替えを考えている高齢者の方が、資金から生
活面まで全般的に相談できます。
内相談事業
住み替え支援セミナーの開催（年3回予定）
開館日時／午前10時～午後8時
※第3水曜日は休み。
所在地／八潮5－5－3パトリア2階（ロイヤルハ
ウジング販売内）
運営／／ロイヤルハウジング販売、移住・住みかえ
支援機構〔区との協働事業〕
問住み替え相談センター 0120－65－8181
都市計画課住宅運営担当☎5742－6777

求人

問地域活動課市町村交流担当☎5742－6856
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第1回バドミントン大会
日6月5日㈰午前9時から
場総合体育館
内ミックスダブルス戦（クラス別リ－グ戦）
￥2,200円、協会登録者1,500円
主催／／品川区バドミントン協会
申5月18日㈬までに、費用を持ってス
ポ－ツ協会へ

テニス連盟ミックス大会（硬式）
日6月19日㈰午前9時から
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）
人区内在住か在勤、連盟登録者48組（先着）
試合方法／／ダブルスト－ナメント戦
￥1組3,500円、連盟登録者3,000円
主催／品川区テニス連盟
申6月12日㈰までに、費用を持ってス
ポ－ツ協会へ

講座

第111回高齢者と介護者のた
めの料理教室
日5月24日㈫午後1時30分～4時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内脳を活性化！もの忘れ予防の食事
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
人20人（先着）　
￥600円
申5月18日㈬までに、電話で成幸ホー
ム☎3787－5393へ

発達障害・思春期サポート
啓発講演会
日6月4日㈯午後1時30分～3時30分
講師／／篠田晴男（立正大学心理学部教授）
内青年期を自分らしく生きる
人40人（先着）
￥500円（資料代）
場申6月1日㈬（必着）までに、往復は
がきかEメールで講演会名、住所、氏名、
電話番号をパルレ（〠140－0001北品
川3－7－21北品川つばさの家内 raru
trarut@gol.com）へ
問障害者福祉課療育支援担当
☎5742－6389

パパママ応援プログラム＜思春期コ－ス＞
「思春期」に学ぶ親子関係
子どもの抱えている不安や危うさの状
況を理解し、どのようにサポートして
いくかを考えます。
日6月14日㈫・16日㈭・21日㈫・28日㈫
午前10時～正午（全4回）
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
講師／／岩室紳也（ヘルスプロモーション
研究センター長）他
人小学4年生以上のお子さんの保護者、
関心のある方40人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん
15人（抽選）　※おやつ代400円。
申5月30日㈪までに、往復はがきで講
座名、住所、氏名（ふりがな）年齢、
電話番号、託児希望の方はお子さんの
氏名（ふりがな）・年齢・性別を子育て
支援課在宅子育て支援係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6720）へ
○区ホームページから電子申請もでき
ます。

環境学習講座
身近な生きものウオッチング
トンボ、チョウ、カエル、鳥などの生
態と共存についての楽しいお話です。
日6月4日㈯午後2時～4時　
講師／唐沢孝一（自然観察大学副学長）
持ち物／筆記用具　人30人（先着）
場5月30日㈪までに、往復はがきか
FAXで講座名、参加者の住所・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
所第三庁舎3階☎・Fax5742－6533）へ

エコアクション21導入セミナー
日6月6日㈪午後2時～4時
内中小企業の環境経営への取り組み、
エコアクション21の概要と導入にあ
たってのアドバイスなど
講師／／
布川憲満（エコアクション21審査人）他
人30人（先着）
場申5月30日㈪までに、FAXかEメー
ルでセミナー名、企業名、所在地、電
話番号、担当者名、Eメールアドレスか
FAX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☎・
Fax5742－6533 center@shinagawa-
eco.jp）へ

保育サポーター養成講座
地域で子育てを支援する保育サポーター
を養成します。
日6月7日～10月4日の火曜日
午前9時30分～正午（全10回）
場荏原第五区民集会所（二葉1―3―
37）他
人高校生以上の方30人（先着）
￥5,000円
申5月27日㈮までに、FAX、Eメ－ル
で講座名、住所、氏名、電話番号、参
加の動機をふれあいの家－おばちゃん
ち（Fax3471－8610 fureai@obacha
nchi.org）　へ
問保育課☎5742－6724

発達障害・思春期サポート
サポーター養成講習会
「発達障害」といわれるお子さんたちの
サポーターになってみませんか。
日6月15日㈬、7月13日㈬、10月5日㈫
11月17日㈭、12月21日㈬
午後6時～8時（全5回）
人30人（抽選）
￥2,500円（資料代）
場申5月28日㈯（必着）までに、往復
はがきかEメールで講習会名、住所、氏
名、電話番号をパルレ（〠140－0001
北品川3－7－21北品川つばさの家内 
rarutrarut@gol.com）へ

問障害者福祉課療育支援担当
☎5742－6389

メイプルセンターの講座
①初心者のためのギター教室
日5月19日㈭、6月2日㈭・16日㈭
午前9時30分～正午のうち1時間（全3回）
※全5回のうち3回目からの途中入会。
人12人（先着）　￥6,600円（教材費別）
②ボサノバを歌おう
日5月15日～6月19日の日曜日
午後1時30分～3時30分（全4回）
※全6回のうち3回目からの途中入会。
人15人（先着）　￥5,500円（教材費込）
③謡　宝生流
日5月16日～6月20日の月曜日
午前10時15分～11時45分（全6回）
※全9回のうち4回目からの途中入会。
人18人（先着）
￥10,200円（テキスト代別）

④らくらく英会話
＜初中級セミプライベートレッスン＞
日5月31日～6月21日の火曜日
午後1時30分～3時（全4回）
※全11回のうち8回目からの途中入会、
5月24日㈫の見学可。
人簡単な英会話ができる方若干名（先着）
￥10,200円（テキスト代別）
⑤やさしい人物・静物デッサンと着彩
コスチュームモデルを描く
日5月23日～6月20日の月曜日
午後1時15分～3時15分（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥13,000円（モデル代込）
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
場申電話で同センター（西大井駅前）
☎3774－5050へ

　催し

さくらまつり
日5月22日㈰午前10時～午後4時
内模擬店、介護に関する相談コーナー
など
場問西五反田在宅サービスセンター（西
五反田3－6－6☎5434－5608）

歌って健康懐かしのフォークソング
ギターをお持ちの方は、ぜひお持ちく
ださい。
日6月4日～25日の土曜日
午前10時～11時15分（全4回）
人32人（抽選）　￥2,000円
場申5月20日㈮（必着）までに、往復
はがきで教室名、住所、氏名、年齢、
電話番号をウェルカムセンター原・交
流施設（〠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

品川清掃工場見学会
日5月28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および施設見学
人50人（先着）
場申5月26日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

スポーツ
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高齢者の積極的な社会参加を図るため、区内在住
のおおむね60歳以上の方に、区の指定するボラン
ティア活動1回につき、1ポイント（年間50ポイン
ト上限）を付与します。ためたポイントは区内共
通商品券への交換か福祉施設などに寄付もできま
す。事前にボランティアセンターなどで申し込み

が必要です。

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 ●書道クラブ手伝い

障害者と一緒に「筆の感触を楽し
む」セラピー的な活動をします。
日週1回（金曜日）14:00～15:30
場かがやき園（西大井6）
●マシンでトレーニング補助
高齢者が対象のマシントレーニング
の補助をします。
日週1回（木曜日）14:30～17:30
場ケアセンター南大井（南大井5）
●清掃ボランティア
高齢者施設の掃除機がけやテーブ
ル拭きをします。
日月～土曜日、祝日 15:30～16:30
場デイサービスセンター友の里旗
の台（旗の台4）

●音楽ボランティア
ピアノなどの演奏・披露、童謡や歌
謡曲を高齢者と一緒に歌います。
日週1回から（月～土曜日）13:30～14:30
場デイサービスセンター大森（南大井6）
●食後の後片付け
高齢者施設で夕食後の下膳や簡単
な後片付けをします。
日週1回から（曜日は相談）
18:30～19:30
場ケアホーム西大井こうほうえん
（西大井2）
●散歩付き添い
車いすを押して高齢者と一緒に散
歩をします。
日週1回（日曜日）13:00～15:00
場サンケア小山（小山6）

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5月23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

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。

催　し ★

★
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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

5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

申各申込締切日までに費用を持って
スポーツ協会へ
※5月16日㈪は休館日となります。

●東日本大震災の影響により、本紙4
月1日号で中止のお知らせをしていま
したが、電力需要が少ない時期であ
るため、次の競技は行うことになり
ました。

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 種目別内容

剣道

5/29㈰

総合体育館 5/21㈯ 500円
小中高生300円

○小学1・2年　○小学3・4年　○小学5・6年　
○中学１年男子　○中学２年男子　○中学３年男子　
○中学女子　○男子初段以下　○男子２段　○男子３段　
○女子　○高段者

柔道 戸越体育館 5/18㈬ 500円
小中高生300円

〇小学低学年の部　〇小学高学年の部　〇中学1年の部　
〇中学2年の部　〇中学3年の部　〇男子無段の部　
〇男子有段の部　〇女子無段の部　〇女子有段の部　
※いずれも体重別

第61回　品川区民スポーツ大会（春季）

文化芸術やスポーツには、人に楽しさや喜び、充実感を
与え、人生を豊かにする力があります。区内でも、様々
な活動が活発に行われています。文化スポーツ活動に対
する意欲を高めさらに促進するために、区民の皆さんが
全国大会などに出場したときに、その感動を共有できる
顕彰制度を創設しました。

主たる活動の拠点が区内にある個人や団体で、次
にあてはまる方

中学生以下：官公庁かこれに準じる団体などが主催す
る「都内規模の大会で優勝」した場合
高校生以上：官公庁かこれに準じる団体などが主催す
る「全国的な規模以上の大会に出場」が決定した場合
か「入賞以上の成績」を収めた場合
※事前に予選や選抜などが行われない競技会や民間企
業などが主催するイベント的要素の高い大会などにつ
いては対象外となります。

●対象者の主な活動拠点となる学校（在学・卒業）
や区施設などに横断幕などを掲げます。
●広報紙・区ホームページ・ケーブルテレビ品川で
区民の皆さんへ広くお知らせします。

問い合わせ
文化スポーツ振興課文化振興係
品川区役所第二庁舎6階 ☎5742－6835・6

推薦書は、文化スポーツ振興課（区役所第二庁舎6
階）で配布します。区ホームページからダウンロー
ドもできます。

皆さんからの推薦を随時受け付けます

区民の皆さんの文化芸術や
スポーツ活動を応援します

文化芸術・スポーツ活動の顕彰制度
（品川区文化スポーツかがやき顕彰）

第61回

品川区では、総務省の取り組む「全国避難者情報システ
ム」に基づき、東日本大震災などに伴い区内に避難され
ている方からの所在地などの情報提供を受け付けていま
す。提供していただいた情報は、避難される前にお住ま
いの県・市町村に送られ、今後の見舞金給付や税の減
免などに関する連絡・通知の際に利用されることとなり
ます。
対象／／東日本大震災などに伴い、被災地から品川区内に
避難されている方
受付窓口／／総務課（本庁舎5階）・各地域センター
受付時間／月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時15分
※受付窓口で、所定の「避難者情報提供書」に記載して
いただきます。その際、本人確認をさせていただきますの
で、身分を証明できるものがありましたらお持ちください。
問災害対策室コールセンター☎5742－6700

●このような活動をしています
民生委員・児童委員は、介護や子育て、高齢者の健康、生活、経済的なことな
ど福祉に関する相談にのります。相談の内容に応じて、区や関係機関を紹介し、
適切なサービスにつなげていきます。

●お気軽にご相談ください
民生委員・児童委員には守秘義務があります。皆さんから受けた相談内容の秘
密は守られますので安心してご相談ください。民生委員・児童委員は地域の中
から選ばれ、厚生労働大臣が委嘱します。民生委員・児童委員の中に児童福祉
を専門に担当する主任児童委員もいます。民生委員・児童委員は社会奉仕の精
神をもって活動しています。
※お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員についてはお問い合わせくだ
さい。

○大正6年5月12日に民生委員児童委員制度の前身の岡山県済世顧問設置規
定が公布されたことにより、全国的に「民生委員・児童委員の日」と定め
られました。

問高齢者福祉課☎5742－6708

対象

民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手です東日本大震災などに伴い
品川区内に避難されている皆さんへ



● リサイクルショップ「リボン」
● 品川区のごみ・資源の分け方と出し方
● サポしながわ

次号予告　5月21日号
平成23年（2011）

5/11
1793号

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

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。

しながわ
写真
ニュース

4月4日㈪、区役所で品川消防団新旧団長への解任
と任命の発令式が行われました。濱野区長から、ま
ず田中勝美前団長の解任の発令、続いて杉山一男新
団長の任命の発令が行われました。品川消防団では、
日頃から、自分たちのまちを守るという災害に対す
る心構えを持ち、訓練を重ねています。

品川消防団長
発令式！

3月25日㈮、品川区は区内四つの警察署と、
「品川区民の安全向上に関する協働宣言」を
締結しました。これは長期基本計画に基づ
き、品川・大井・大崎・荏原の区内各警察
署と連携し、犯罪に強いまちづくりを推進し
ていくことを目的としています。今後、協働
宣言に基づき、町会・自治会、ＰＴＡ、防犯
協会などの関係団体との連携を強化し、区
民の安全向上に向けて取り組みます。

3月のしながわ花海道は
菜の花が満開でした

南大井保育園
ウキウキフェスティバル

3月には、勝島運河の護岸「しながわ花海道」の菜
の花が見ごろになり、道行く人の目を楽しませてく
れました。春には菜の花が黄色いじゅうたんのよう
に、およそ2キロにわたって咲き誇り、秋にはコス
モスが満開となります。

3月11日㈮、南大井保育園で「ウキウキフェスティ
バル」が行なわれ、園児115人が元気に参加しました。
このイベントは「大きくなったね、おめでとう」をテー
マに、子どもたちの成長を保護者などに発表するも
のです。0～5歳児それぞれのクラスごとに、歌や
踊り、演劇など、日頃の練習の成果を披露しました。

品川区民の安全向上品川区民の安全向上
に関する協働宣言に関する協働宣言

みんなの思いを被災地へ！
　4月6日㈬、区ではタ
イ王国や区民、企業など
から預かった支援物資と、
区民・職員・区議会議員
からの義援金を、災害時
相互援助協定を結んでい
る岩手県宮古市、福島県
富岡町の町長をはじめ町
民が多く避難している郡
山へ届けました。宮古市
へは3回目、郡山へは初め
ての搬送になります。

支援物資第三陣を搬送

　富岡町の方々が避難している郡山へは、
現地から要望されていた飲料水やマスク
などとともに、義援金を携え、遠藤勝也
町長へ届けました。

　宮古市へは10tトラック2台、8tトラッ
ク1台、4tトラック1台に支援物資と義援
金を山本正徳市長のもとへ届けました。


