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Point1
購入

□衛生管理が十分な店で新鮮な食品を購入する
□消費・賞味期限を確認する
□生ものや冷凍食品は最後に選ぶ
□買い物の後は寄り道せずに帰る

新鮮さと時間
が決め手！

Point3
調理

□調理の前には石けんで手を洗う
□調理器具は肉・魚・野菜で使い分ける
□調理器具やふきんは洗浄・消毒・乾燥させる
□食品は中心部までしっかり加熱する

「清潔」を
保とう！

Point2
保存

□帰宅したらすぐ冷蔵庫へしまう
□冷蔵庫内は7割程度
□扉は手早く開閉する
□温かいものは冷ましてから冷蔵庫にしまう

冷蔵庫を
上手に使って
節電も！

※冷凍庫には、
たくさん入れた
ほうが電気効率
は上がります。
保冷剤や氷も活
用しましょう！

Point4
食事

□盛り付けは素手で行わない
□調理済み食品は常温で2時間以上放置しない
□お弁当は涼しいところに置いておく
□食べないものはすぐ冷蔵庫・冷凍庫へ保存する

調理後も
気を抜かず！

「食中毒かな？」
と思ったら
食中毒の初期症状（下痢、腹痛、発
熱など）は食中毒特有のものではな
いので、自分で判断するのは危険で
す。下痢止めの薬を服用することで
症状が悪化する場合もあります。症
状がひどいときは自己判断せず、必
ず医師に相談して適切な治療を受け
てください。

ユッケなどの生肉料理を食べたことによる、重大な食中毒事件が発生してい
ます。食中毒を引き起こす原因菌である「腸管出血性大腸菌（O111、O157など）」や「カンピロ
バクター」はもともと新鮮な生肉にもついていることがあるので、どんなに鮮度が良くても肉を生で
食べることは大変危険です。特に、抵抗力の弱い子どもや高齢者は死に至る場合もあります。恐ろし
い食中毒ですが、適切な対応をすれば防ぐことができるので、しっかりポイントを押さえましょう。

◆予防ポイント◆
①加　　　熱 肉を生・半生で食べることは避け、中心部までしっかり加熱する
②　二次汚染 手指、調理器具を介して、食中毒菌が他の食材・料理につかないようにする
③洗浄・消毒 生肉に触れた調理器具は熱湯や漂白剤でよく消毒し、手指は石けんを使ってきちんと洗う③洗浄・消毒

② 二次汚染
① 加熱

お肉の生
な ま し ょ く

食ち
ょっ

と待って!

食中毒を防ぐ！チェックポイント チェックして
みましょう

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

にご用心!!
これから夏に向けて、気温や湿度の上昇に伴い食中毒の危険性が高まります。特に
真夏は食品が傷みやすく、食品の冷蔵保存・加熱調理が不可欠です。節電などにも
取り組みながら、上手に食品の管理をして食中毒を予防しましょう。

生活衛生課食品衛生担当☎5742－9139問
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議長　鈴木真澄氏
　4期（平成11年4月初当選）
　 監査委員、総務委員会委員長、厚生
委員会委員長、議会運営委員会委員
長などを歴任、58歳

副議長　若林広毅氏
　3期（平成15年4月初当選）
　 文教委員会委員長、街づくり特別委
員会委員長、総務委員会副委員長な
どを歴任、50歳

東日本大震災の影響による電力供給不足に対応するため、
電力の25％節減を目標に取り組みます。区民の皆さんにもご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

●主な施設の節電対策

夜間利用を中止する施設

学校プール夏季一般開放 7・8月
公園運動施設＊（野球場・テニスコート・多目的広場）
学校施設開放（グラウンド）　※予約センターは通常通り

7・8月　※9月は未定
＊夜間照明の点灯なしで、午後7時までは使用可

しながわ区民公園プール 7～9月

一定の休館日などを設ける施設
区民集会所 8・9月（8/10㈬～19㈮は臨時休館を予定）
文化センター、体育館、学校温水プール、学校体育館　など 7～9月

輪番制の休館を実施する施設 児童センター、シルバーセンター 7～9月

利用時間を短縮する施設

品川・荏原健康センター 利用時間／午前9時～午後9時（7・8月は午後8時
まで）※日曜日、祝日は午後6時まで

図書館
利用時間／午前9時～午後7時
※日・月曜日、祝日は午後5時まで
※7・8月は臨時休館日を設ける予定

※今後の電力供給などの状況により、予告なく変更する可能性があります。
※詳しい状況については、区ホームページをご覧いただくか、各施設へお問い合わせください。

区内施設などの についてお知らせしますののののの

区施設では
こんな取り組みも
行っています

・消灯の励行や照明の節減をしています
・エレベーターやプリンター・コピー機の稼働台数を25％減らしています
・空調を適切な温度設定（高め）にします
　節電ビズキャンペーン実施中

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。

日①6月16日㈭午前11時～正午
②6月21日㈫午後4時～5時
場①352会議室（第三庁舎5階）
②254会議室（第二庁舎5階）
参当日、会場へ

24年度（24年4月1日～25年3月31日）
に実施する、次のいずれかにあて
はまる事業
【テーマ】
①生活習慣病予防の知識に関する
普及・啓発および健診受診率向上
②高齢者などが安心して生活を継
続するための支援メニューの拡充
③ワーク・ライフ・バランス（仕
事と家庭の調和）の推進・啓発

次の全てにあてはまる団体（町
会・自治会、ボランティア団体、
NPO、商店街、公益法人、社会貢
献活動を行う民間事業者など）
①団体の運営に関する規則（定款、
規約、会則など）があり、会計処
理が適正に行われていること
②1年以上継続して活動している
こと　　　　　　　　　　　など
※1団体につき1事業の提案が原
則。複数の団体による共同提案も
可。

次の全ての要件にあてはまるもの
①品川区の地域課題や社会的課題
の解決を図るための非営利事業で
あり、区民と区が協働して取り組
むことによって、具体的な成果が
期待できる
②提案の翌年度までに提案者に
よって実施することが可能であ
り、地域課題や社会的課題の解決
に実効性が期待される
③新しい視点、アイディア、取り
組みなどが含まれている
④協働事業にかかる予算の見積も
りなどが適正である　　　　など

原則として、区からの委託事業と
して提案を採用
※事業の実施は24年度予算が成立
することを条件とします。

第1次審査（書類審査）＝8月下旬
第2次審査（事業提案説明）＝9月中旬
決定＝24年3月

　
6月13日㈪～7月29日㈮までに、
提案書を地域活動課協働・ふれあ
いサポート係へ持参

区内で活動している団体を対象に、区が提起する課題に対して活動団体の
強み（専門性、独自性、先進性など）を生かした事業の提案を募集します。

説明会を行います 応募資格 提案できる事業の要件 区の経費負担

応募方法

審査・選定
募集する提案事業

区民からの協働事業を募集します
問地域活動課協働・ふれあいサポート係
（第二庁舎6階☎5742－6605）

　去る5月25日の区議会臨時会で、
議長に鈴木真澄氏、副議長に若林
広毅氏が選出されました。
　また、議員選出の監査委員とし
て、大沢真一氏、阿部祐美子氏の
選任同意が行われました。

議長・副議長が
決まりました

※詳しくは地域活動課で配布する「平成23年度品川区協働事業提案
制度提案の手引き」をご覧ください。区ホームページからダウンロー
ドもできます。

ものづくり 節電キャンペーン 企業募集
東日本大震災の影響による電力不足への対策として、積極的
に節電に協力する企業を募集します。「節電をする気はある
けれど何をしたら良いかわからない」、「現在節電を行ってい
るが、より効果的な方法を知りたい」という企業は参加して
みませんか。
場参加する企業の各職場
内節電アドバイザーの派遣（2～3回）など
※節電効果の実績を元に審査・表彰を行います（11月予定）。
人区内の中小企業　30社（先着）
申電話で、ものづくり・経営支援課ものづくり支援係
☎5498－6333へ
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バランス良く食べ、適度な運動を心がけましょう

主食

副菜

主菜

牛乳・乳製品

果物

水・お茶

「食事バランスガイド」

●健康を保つための
　食事のポイント
・朝ごはんを欠かさず、三食しっ
かり食事をとる。 

・野菜は、まだまだ不足！家でも
外食でも「野菜を多めに」を意
識する。1日あと100g（トマト
約半個くらい）プラス！

・漬物などの塩分の多い食品を控
え、味付けにも注意する。

・揚げ物などの油料理は食べ過ぎ
ないようにする。

・主食（ごはん・パン・麺）、主菜
（肉・魚・卵・大豆料理）、副菜
（野菜・きのこ・海藻料理）を組
み合わせて食べてバランスを整
える。

●食事相談
　＜面接（予約制）・電話（随時）＞
栄養士が、食事に関する相
談にお答えします。お気軽
にご相談ください。詳し
くは、近くの保健センター
へお問い合わせください。

毎月19日は
「食育」の日です 生涯食育！ 6月は食育月間です生涯食育！ 6月は食育月間です
生涯を通じて豊かで健康に過ごすために、あなたの食生活を見つめなおしてみませんか？

問品川保健センター☎3474－2902
　大井保健センター☎3772－2666
　荏原保健センター☎3788－7015

娘が急にやせてきたけれ
ど、大丈夫かしら？

６月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

区役所ロビー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
荏原文化センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

区役所ロビー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
荏原文化センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

区役所ロビー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
荏原文化センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地デジ対策はお済みですか
不足している電波の有効活用などのため、テレビのアナログ放送が終了し、地上デジタル放
送へ完全に切り替わります。そのため、ご家庭のテレビ・アンテナの設備によっては、テレ
ビが見られなくなります。アナログ放送終了間際になると、工事が集中し、地デジへの対応
が間に合わない場合があります。早めに地デジへの切り替えに備えてください。
問い合わせ／／企画財政課☎5742－6607

臨時相談窓口
会　　　場 区役所第二庁舎3階ロビー（日曜日は本庁舎3階ロビー）
　　　　　　　荏原文化センター（中延1－9－15）
時　　　間 午前10時～午後4時
相 談 内 容 個別相談、各種手続きのサポート、取り次ぎ・紹介　など
問い合わせ 総務省東京都中央テレビ受信者支援センター☎3407－4340
窓口開設日

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

地上デジタル放送への完全移行まで、あと40日！地上デジタル放送への完全移行まで、あと40日！

地デジ臨時相談窓口を地デジ臨時相談窓口を
開設します開設します

直接会場へ
お越しください

7月24日㈰正午に
アナログ番組放送は終了します

地上デジタル放送全般に関するお問い合わせ デジサポ東京中央　☎6743－0500
月～金曜日　午前9時～午後9時
土・日曜日、祝日　午前9時～午後6時

テレビを確認してください

アナログ

地デジに対応していません

メッセージ
ご覧のチャンネルは、7月で終了します･･･

アナログの文字×

食事のバランスは、「食事バランスガイド」を活用して
チェックしてみましょう。
※食事バランスガイド（パソコン用）。
HP www.maff .go.jp/j/balance_guide/

子どもが食事を食べ
なくて心配です。

糖尿病といわれたけれ
ど、どんな食事にしたら
いいかわからない。

離乳食のすすめ方がわか
らなくて困っています。
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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）
6/11

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

※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）
　☎5272－0303
●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

日程 内容 会場
7月16日㈯
10:00～11:30 説明会、仲間作り、保護者への説明会 総合体育館

8月22日㈪～26日㈮
（4泊5日）

水泳、自然観察、アーチェリー、ボート
キャンプファイヤーなど

東京YWCA野尻キャンプ場
（長野県）

人全行程に出席でき、集団生活ができる区内在住か在学の小学4年～中学生60人
（抽選）　￥29,000円
申7月2日㈯までに、はがきかFAXで教室名、住所、氏名（ふりがな）､ 性別、
電話番号、学校名、学年をスポ－ツ協会へ

キャンプでの多彩なプログラムを通して、生きる力・仲間と協力する心を育てて
みませんか｡
泊数 日程 費用
2泊3日 7月27日㈬～29日㈮、8月17日㈬～19日㈮、8月22日㈪～24日㈬ 各26,000円
3泊4日 8月1日㈪～4日㈭、8月8日㈪～11日㈭ 各30,000円
4泊5日 8月1日㈪～5日㈮、8月8日㈪～12日㈮ 各35,000円
※甲府駅までの交通費別。
場雨畑硯の里キャンプ場（早川町）　内野外自炊、里山探検、川遊びなど
人健康で、身の回りのことが自分でできる小学3年～中学3年生各35人（先着）
後援／山梨県教育委員会・早川町教育委員会
資料請求・申日本上流文化圏研究所☎0556－45－2160
問地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

病気の仕組みや、発作が起きたときの吸入薬の正しい使い方などを学びながら、
水泳指導を中心にゲ－ムや遊びの中で、ぜん息に負けない体力づくりをめざしま
す。
日8月6日㈯・8日㈪～13日㈯午前9時30分～午後4時（全7回）
場荏原平塚学園（平塚3－16－26）
内医師・看護師による健康チェックのもとでの水泳・運動教室、臨床心理士に
よるカウンセリング、保護者のためのぜん息講演会、学習会
人区内在住で、小学2年～中学3年生のぜん息児40人
（主治医意見書、参加歴を考慮し選考）※後日、主治医意見書用紙を送付します。
申6月30日㈭（必着）までに、はがきで教室名、住所、氏名、年齢（学年）、保
護者名、電話番号を健康課公害補償係（〠140－8715品川区役所☎5742－
6747）へ　※弁当持参。

水蒸気の力で動くポンポン蒸気船を作って遊び、船が動く原理を勉強しましょう。
日7月17日㈰午後2時～4時
講師／安永隆志（蔵前理科教室ふしぎ不思議副代表）
持ち物／筆記用具　
人小学生と保護者20組（抽選）
場申6月27日㈪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☎・Fax5742－
6533）へ　※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

助産師から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7月7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6月13日㈪から電話で、品川保健センター☎3474－
2903へ

日8月6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　
内もく浴実習、講義など
人体調の安定している区内在住の初産カップル24組（抽選）
申7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、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。
問荏原保健センター
☎3788－7016

ろば康ひ健

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 

ぜん息健康教室

環境学習講座～牛乳パックでポンポン蒸気船を作ろう

二人で子育て（両親学級）

母乳相談

明るい太陽の下、気軽に楽しみながら健康づくりができます。
日7月8日からの第2・第4金曜日午後2時～3時30分
場鈴ヶ森公園（南大井4－18）※天候などにより屋内への変更あり。
内健康遊具を使用した運動など　人おおむね65歳以上の方若干名
申電話で、高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733へ

いきいきうんどう教室参加者追加募集

自然体験教室

森の探検隊サマーキャンプ隊員募集　品川＆早川ふるさと交流

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！

＝内科 ＝小児科 ＝歯科 ＝接骨 ＝薬局内 小 薬歯 骨

  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）

6月12日㈰
1月19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）

6月12日㈰

　　　こうの内科クリニック 東大井 5 －11－ 2 ☎6712－8750
　　　かすや歯科東海クリニック 南品川 3 － 4 －14 ☎3450－6870
　　　米山歯科 小　山 3 － 2 －10 ☎3794－0235
　　　つじ接骨院 南品川 2 － 8 －13 ☎3471－0263
　　　工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

6月19日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　愈稀（まさき）歯科医院 東大井 1 － 3 －30 ☎3472－8241
　　　米田歯科医院 小　山 4 － 1 －11 ☎3712－5445
　　　スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816
　　　小山接骨院 戸　越 5 －10－ 7 ☎3782－7568

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

6月11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

6月18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
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電力供給の状況により、イベントや講
座などの中止・変更をさせていただく
場合がありますので、ご了承ください。



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）

3人乗り自転車（幼児2人同乗
用）を貸し出します
子育て世帯の経済的負担の軽減と、3人
乗り自転車の安全乗車を目的に、レン
タル自転車の貸し出しを始めます。
日8月1日㈪から
利用期間／1年間
※同乗するお子さんが6歳になるまで更
新可。
人次の全てにあてはまる方
①区内在住
②1～5歳児を2人以上養育している
③自転車の適正な保管場所がある
④7月8日㈮・9日㈯実施の自転車講習
会に参加できる
貸し出し台数／7台（抽選）
※電動自転車ではありません。
￥年12,000円
申6月24日㈮までに、はがきに「レンタ
ル自転車」とし、住所、親子の氏名（ふ
りがな）・年齢、電話番号、保管場所をシ
ルバー人材センター荏原支部（〠142－
0063荏原2－16－18☎5751－3334）へ

屋外広告物講習会
日8月23日㈫・24日㈬
午前9時30分～午後4時15分
場大会議場（都庁第一本庁舎5階）
人都内の屋外広告業者または広告業を
予定している方201人（先着）
￥4,900円（テキスト代別）
申東京都緑地景観課（都庁第二本庁舎
21階中央☎5388－3335）で配布する
申込書と受講料を同課へ持参
※申込書は土木管理課（第二庁舎5階☎
5742―6785）でも配布。都ホームペー
ジからダウンロードもできます。

住民基本台帳ネットワークの
22年度運用状況

　（3月31日現在）
項目 件数

窓口で発行した広域交付住民票の写し 443

他市区町村からの広域交付の請求 330

窓口で受けた付記転入 46

他市区町村からの転出証明書情報の請求 19

住民基本台帳カード申請 4,671

都への本人確認情報の更新 102,907

問戸籍住民課住民票係☎5742－6660

第37回消費生活展の参加団体
募集
24年2月18日㈯・19日㈰に開催する「品
川区消費生活展」へ参加する団体を募
集します。
人区内で消費生活に関わる問題を学習
し、活動しているグループ・団体
※パネルなどで学習の成果発表ができ
ること。
申6月30日㈭までに、電話で消費者セ
ンター☎5718－7181へ

「エコアクション21」導入にあ
たっての個別指導を実施します
中小企業の環境経営への取り組みを支援
するため、具体的な導入方法を教えます。
日6月～24年3月のうち4カ月程度
場参加する企業の各職場
内エコアクション21導入教育、サイト
視察（工場、作業所などの現場）、環境
経営システムの構築指導など
講師／和田寛・布川憲満（エコアクショ
ン21審査人）他
指導回数／5～6回（各4時間程度）
人区内の中小企業　5社（先着）
申FAXかＥメールに「エコアクション
21導入にあたっての個別指導」とし、
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

品川区保育ママ募集
保育ママ制度とは、区が認定した保育
ママが、就労などで保育が必要な生後
57日目～3歳未満のお子さんを、自宅
で家庭的な雰囲気を大切にしながら保
育する制度です。
人次の全てにあてはまる方若干名（選考）
①区内在住で心身ともに健康な25～62歳
②保育士・教員・助産師・看護師など
の資格があり、保育経験がある
③就学前の子どもがいない
④原則として自宅1階に9.9㎡以上の専
用室が確保できる
認定方法／書類選考、面接、自宅調査
など　
※認定者は研修終了後、登録名簿に記
載します。
助成額（月額）／
子ども1人あたり81,200円　
※運営費などの加算有り。
申保育課で配布する申込書と資格証の
写しなどを同課保育計画係（〠140－
8715品川区役所第二庁舎7階☎5742－
6723）へ郵送か持参
※申込書は区ホームページからダウン
ロードもできます。

「エコアクション21」認証取
得経費の一部を助成します
中小企業向け環境マネジメントシステ
ム「エコアクション21」の取得経費の
一部を助成します。
対象／区内で事業を営み、法人事業税
を滞納していない、中小企業基本法に
規定する中小企業者　5事業所（先着）
助成対象額／
審査費用、認証・登録料の2分の1
（上限20万円）
申環境課で配布する申込書を同課環境
管理係（第二庁舎4階☎5742－6949）
へ持参
※申込書は区ホームページからダウン
ロードもできます。

介護者教室「高齢者の口腔
くう

ケア」
日6月29日㈬午後1時30分～3時
人20人（先着）
場申6月25日㈯までに、電話で西大井
在宅サービスセンター（西大井2－4－4
☎5743－6125）へ

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。
日6月29日㈬午前10時～午後3時
場八潮地域センター（八潮5－10－27）
人区内在住で、60歳以上の健康で働く
意欲のある方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713
※55歳からの再就職相談「サポしなが
わ」の入会相談も同時開催します。

区立保養所「日光しながわ光林
荘」の利用受付を再開します 
東日本大震災被災者の避難所として使
用しているため、利用受付を中止して
いましたが、9月利用分より受付を再開
します。
宿泊できる日／
9月7日㈬・9日㈮～11日㈰・16日㈮～
20日㈫・22日㈭～25日㈰・27日㈫・
30日㈮
人区内在住か在勤の方
申6月20日㈪（必着）までに、申込用
はがきかFAXで代表者の住所・氏名・
電話番号、利用施設、利用月日、人数
などを地域活動課（第二庁舎6階☎
5742－6687 Fax5742－6877）へ
※申込用はがきは、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。

区の広報紙「広報しながわ」
を入手困難な方に郵送します
人高齢者や障害のある方、子育て中の方
などで、外出が困難な方
※詳しくはお問い合わせください。
問広報広聴課☎5742－6644

お知らせ

●庁舎耐震化工事終了のため、7月1日㈮から区役所第一駐車場（本庁舎側）
が利用可能となります
※区役所前提携駐車場（Times駐車場）は利用できなくなります。

●7月1日㈮からの区役所・中小企業センター駐車場の
利用方法

￥区役所を利用する方2時間以内＝無料
2時間超＝30分200円
※区が主催する会議などに参加する場合は、各担当課にご確認ください。
利用方法／各階フロアにある割引認証機を使用
問経理課庁舎管理係☎5742－6637

￥貸室の利用団体＝無料（１台）
貸室の利用時間を超えた場合＝20分100円
経営相談などの方＝2時間以内無料
※スロープへの駐車はできません。
利用方法／2階受付に駐車券を持参
※満車の場合は区役所駐車場も利用できます。
問商業・観光課振興係☎5498－6335

日曜開庁では戸籍・住民票などの届出の受付や証明書発行な
どを行っていますが、新たに取扱業務を拡大します。どうぞ
ご利用ください。
日日曜日　午前8時30分～午後5時
※7月31日は、システム保守のため開庁しません。
場本庁舎3階フロア

拡大する業務 問い合わせ先

特別区民税・都民税の納税・課税・
非課税証明書の交付
軽自動車税の納税証明書の交付

税務課税務係
☎5742－6662

特別区民税・都民税の納付・口座
振替の手続き
軽自動車税の納付

税務課収納管理係
☎5742－6669

国民健康保険料の納付・口座振替
の手続き

国保医療年金課収納係
☎5742－6678

後期高齢者医療保険料の納付・口
座振替の手続き

国保医療年金課高齢者医療係
☎5742－6736

介護保険料の納付・口座振替の手
続き

高齢者福祉課介護保険料係
☎5742－6681

※日曜日のお問い合わせは、代表番号☎3777－1111におかけ
ください。

7月から区役所・中小企業センター駐車場の
利用方法が変わります

区役所駐車場

中小企業センター駐車場

区役所などにお
越しの際は、極力車
利用を控えていただ
くようお願いいた
します

日曜開庁の取扱業務
7月3日から

を拡大します

電力供給の状況により、イベントや講
座などの中止・変更をさせていただく
場合がありますので、ご了承ください。



●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）
6/11

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

子ども手当の現況届の提出は
9月までありません
子ども手当は、つなぎ法案により9月分
まで今までと同様に支給されることに
なりました。10月以降については、決
まり次第お知らせします。
●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

「品川区行政評価委員会」の区
民委員を募集します
区が実施する事務事業を公開の場で評
価する ｢品川区行政評価委員会｣ の区
民委員を募集します。
活動内容・日
①委員会への出席（2回程度、7・8月
の土・日曜日の昼間）
②事前研修会への出席（1回、7月中旬）
人区内に引き続き1年以上居住している
20歳以上の方で、全ての日程に出席で
きる方3人（選考）
※年齢は23年4月1日現在。
申6月24日㈮までに、企画財政課企画
担当（〠140－8715品川区役所本庁舎
5階 ☎5742－6607 Fax5742－6870）
で配布する申込用紙を同課に、郵送か
FAX、持参
※申込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。

区民住宅（あき家）入居予定者
登録募集
今後1年間にあき家が発生した場合に、
あらかじめ入居する方を登録し、あき
家が出たときに、登録順に入居のあっ
せんをします。
●家族用
募集／18団地
人次の全てにあてはまる方
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
使用料／102,200円～192,000円
●単身用
募集／2団地
人次の全てにあてはまる方
①区内の中小企業に引き続き1年以上勤
務している
②50歳未満の単身者
③所得が定められた基準の範囲内
使用料／58,600円～82,000円
―――――　共　　  　通　―――――
※使用料は住宅、所得で異なります。
申込用紙配布場所／都市計画課（本庁舎
6階）、地域センター、文化センター、サー
ビスコーナー、品川宅建管理センター（東
中延1－4－5－101）、住み替え相談セン
ター（八潮5－5－3パトリア2階）
※配布部数に限りがあります。
申6月24日㈮（必着）までに、申込用
紙などを品川宅建管理センターへ郵送
※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
☎5742－6776

第2回東京二十三区清掃一部事務
組合議会定例会を傍聴できます
日6月21日㈫午後2時30分から
人30人（先着）
場・傍聴方法／当日、午後1時30分か
ら東京区政会館20階（千代田区飯田橋
3－5－1）へ
問同議会事務局☎5210－9729

品川区清掃事務所
アルバイト募集
日7月～9月の月～土曜日
午前7時40分～午後4時25分
※勤務日は相談。
内ごみの収集作業補助
人若干名（選考）
日給／9,200円
※交通費支給。
問同事務所庶務係☎3490－7705

第1回バスケットボール大会
日7月2日㈯・3日㈰・10日㈰・16日㈯・
23日㈯・30日㈯
場総合体育館､ 戸越体育館
種目／男子1部・2部､ 女子の部
内トーナメント戦
￥1チーム13,000円、登録チーム8,000円
申6月16日㈭午後7時までに、費用を
持ってスポーツ協会へ
※代表者会議は、6月22日㈬午後7時か
ら総合体育館。

民踊講習会
日6月25日㈯午後6時～8時30分
曲目／よへほ（熊本）、赤倉音頭（新潟）、
お江戸日本橋（東京）他
￥525円
場参当日、踊りやすい服装で上履きを
持って、戸越体育館へ

早川町オートキャンプ場南アルプスランドパー
クをご利用ください～品川＆早川ふるさと交流
川遊び、バードウオッチングなどが楽
しめ、四輪駆動車の体験オフロードエ
リアもあります｡
施設・料金（普通車1台1泊）／
ＡＣ電源付き20サイト＝3,000円
ＡＣ電源なし40サイト＝2,000円
入場料／1,000円、小・中学生500円、
ペット500円
設備／シャワー、水洗トイレ、炊事場、
自動販売機、売店

※レンタル用品あり（有料）。
場申電話で、同管理事務所（早川町柳
島☎0556－20－5055）へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

ファミリー・サポート・セン
ター提供会員養成講座
地域のなかで、子育てのサポートをす
る方の養成講座です。
日7月4日㈪～8日㈮
午後1時30分～4時（全5回）
※6日㈬は午後1時から、7日㈭は午前9
時30分～正午。
場家庭あんしんセンター（平塚2－12－2）
内事業概要、救命講習、保育実習など
人区内在住で、20歳以上の方20人
（先着）
￥1,400円（教材費）
託児／2歳～就学前のお子さん5人（先着）
申6月20日㈪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、受講の理由、託児希望の方
はお子さんの年齢・性別を平塚ファミ
リー・サポート・センター（〠142－
0051平塚2－12－2☎5749－1033）へ

「学校図書館ボランティアにな
るには！」基礎講座
経験者・初心者を問いません。
日時（全3回） 内容
①7月1日㈮
10:00～12:00

学校図書館はどんな図書館？
学校図書館の役割

②7月8日㈮
10:00～12:00

学校図書館ボランティアって
どんなことするの？
ボランティアの実践活動

③7月13日㈬
14:00～16:00

学校図書館の基礎知識
図書分類や配列、展示など

人30人（抽選）
場申6月21日㈫（必着）までに、往復は
がきで講座名、住所、氏名、電話番号、
活動している方は学校名を品川図書館
（〠140－0001北品川2－32－3☎3471
－4667）へ
※③は台場小学校（東品川1－8－30）。
○区ホームページから電子申請もできます。

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 ●囲碁・将棋・麻雀の相手

高齢者の方と囲碁・将棋・麻雀を
します。
日月・水（週1回）13:00～15:00
場デイサービスセンタードゥライ
フ品川（南品川5）
●話し相手
高齢者の話し相手として、散歩や
囲碁、歌を一緒に歌います。
日曜日は相談（週1回）9:30～11:30
場ケアホーム西五反田（西五反田3）
●演芸・演奏披露
演芸・音楽演奏・特技などを披露し
ます。
日月～土・祝（月1回～）13:00～15:00
場デイサービスセンター友の里旗
の台（旗の台4）

●縫い物ボランティア
高齢者施設でふきんを縫います。
日火・金（週1回）13:30～15:30
場大井在宅サービスセンター（大井4）
●書道の見守り
書道活動に参加する高齢者の補助、
準備、見守りをします。
日木（週1回）13:30～15:00
場南大井在宅サービスセンター（南大井5）
●入浴後の整容と昼食の配膳・
下膳
高齢者施設で入浴後の髪を乾かし
たり、昼食の準備・片付けをします。
日月～土（週1回～）10:30～13:00
の間で都合のいい時間
場デイサービスセンター八潮陽だ
まり（八潮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

講座・講演

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6月22日㈬14:00～15:30
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

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。

スポーツ

求人

ポ

ポ

電力供給の状況により、イベントや講
座などの中止・変更をさせていただく
場合がありますので、ご了承ください。
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おはよう消費生活教室
大震災を考える
日時（全２回） 内容 講師
7月15日㈮
10:00～12:00

雨水利用が命
を救う

山本耕平（雨
水市民の会）

7月22日㈮
10:00～12:00

電気・ガスが
止まった時の
対処法

綱島信一（ま
ちづくり研究
家）

人30人（抽選）
場申6月30日㈭までに、往復はがきで
教室名、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

表装・裏打ち教室
書や水墨画などを飾るための裏打ちを
学びます。
日①7月2日㈯　②16日㈯
午前10時～午後3時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／佐野順一・佐野文夫（表具師）
人各10人（抽選）
￥各2,000円（教材費込）
申6月22日㈬（必着）までに、往復はがき
で教室名、番号、住所、氏名、年齢、電話番
号を商業・観光課振興係（〠141－0033
西品川1－28－3☎5498－6335）へ

シルバー人材センター
包丁研ぎ講習会
包丁の研ぎ方を、初めての方にも丁寧
に教えます。
日①6月22日㈬　②23日㈭
午後1時30分～4時
場こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）
講師／水町正俊（シルバー人材センター会員）
人区内在住で、60歳以上の健康な方
各5人（抽選）
￥560円（保険料）
申6月15日㈬までに、電話でシルバー人
材センター東大井支所☎3450－0713へ

メイプルセンターの講座
①暮らしの中の生きた韓国語を学ぶ
韓国語中上級＜リニューアル講座＞
日7月9日～9月24日の土曜日
午後1時～2時30分（全8回）
人韓国語の文章の読み書き、日常会話
ができる方8人（先着）
￥21,300円（教材費込）

②絵手紙で描く暑中見舞い
日7月4日㈪・11日㈪
午前10時～正午（全2回）
人若干名（先着）　￥2,500円
③ハッピーベビーマッサージ
親子のきずなを深めましょう
日7月15日㈮・29日㈮、8月5日㈮
午前10時30分～正午（全3回）
人生後2カ月～歩く前までの赤ちゃんと
保護者10組（先着）
￥5,600円（テキスト・マッサージオイル代込）
④飛び出す絵本＜夏休みこども教室＞
日7月23日㈯・30日㈯
午前10時～正午（全2回）
人4歳～小学4年生若干名（先着）
※未就学児は保護者同伴。
￥4,200円（教材費込）
⑤スイーツデコ～発泡ウレタンで作る
cuteなデコドーナツ
日7月26日㈫午前10時～正午
人16人（先着）
※小学生は保護者と2人で申し込み。
￥2,450円（教材費込）
⑥万華鏡を作ろう～オイル入り2ミラー
の万華鏡＆3Ｄ映像が楽しめる万華鏡
日7月31日㈰午後1時30分～3時30分
人小学生以上の方若干名（先着）
￥2,300円（教材費別）
―――――　共　　  　通　―――――
場申電話で同センター（西大井駅前）　
☎3774－5050へ

復興支援チャリティフェアー～広
げよう福祉の輪と地域のきずな
第33回心身障害者福祉会館まつりは、
東北の障害者を支えるため開催します。
日7月3日㈰午前10時～午後1時　
場参当日、同会館（旗の台5－2－2☎
3785－3322）へ

品川清掃工場見学会
日6月25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6月23日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）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

日6月19日㈰午後1時30分～3時
曲目／／プッチーニ　歌曲『蝶々夫
人』より「ある晴れた日に」他
出演／／品川クラシック音楽協会
場・観覧方法／／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180回
しながわ

日曜コンサート
しながわ

日曜コンサート

催　し ★

★

　区では、多様な環境問題に対応していくために環境マネジメン
トシステム（ISO14001）において区の基本的な姿勢を示す環境方
針を策定し、この環境方針に基づき、地球温暖化防止対策などの
環境改善に、引き続き率先して取り組みます。
　環境方針は、区のホームページ、環境課窓口でご覧になれます。
問環境課（第二庁舎4階☎5742－6749）

　私たちのまち、品川は、幹線道路と鉄道網が縦横に走り、住居と工場、商店街が
混在するにぎわいのあるまちとして発展してきました。
　その一方で、豊かさを求め続ける私たちの生活は、環境に大きな負荷をかけてき
ました。自動車の排出ガスによる大気汚染やごみの大量排出による処分場のひっ迫
など、私たちの生活が原因となって環境の悪化をもたらしました。さらには、地球
温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、海洋汚染など地球環境全体に及ぼす問題を生み出
しています。
　こうした中で、かけがえのない私たちのまちを、水と緑ゆたかなうるおいのある
まちとして、将来の世代に引き継いでいくためには、品川区と区民、区内事業者が、
それぞれの役割を自覚し、ライフスタイルの改善や、環境に配慮した行動を起こす
ことが、強く求められています。
　品川区は、「次代につなぐ環境都市」をめざし、その足がかりとなる区政運営の
指針の一つとして、この方針を策定いたします。区民や区内事業者の皆さんととも
に、良好な地球環境を次の世代に継承していくため、環境に配慮した区政を運営し
てまいります。

（1）地球環境保全に向けた、区の率先的取り組み
●地球温暖化防止のため、温室効果ガスの排出量削減や緑化推進など吸収源対策を
推進します。
●持続可能な社会の実現に向けて、省エネルギー、省資源に努めます。
（2）良好な地域環境の保全創出
　良好な地域環境の保全創出のため、環境法令を順守し、環境改善に取り組みます。
（3）区職員の環境に対する意識の向上
　資源やエネルギーを節約する社会を実現するために、職員の意識向上を図ります。
（4）区民や区内事業者に対する働きかけ
　温室効果ガスの排出量削減、省エネルギー、省資源等の区の率先した取り組みに
ついて、広く区民や区内事業者に周知し、自発的な環境保全活動が区民運動として
発展するよう努めます。
　また、環境学習、情報提供などにより、自律的な行動を起こす仕組みづくりに努
めます。

平成13年2月28日制定
平成16年4月 1日改定
平成19年4月 1日改定
平成20年4月 1日改定
品川区長　濱野　健

ISO14001環境方針に基づいて
環境改善に取り組みます

私たちのまち 品川は 幹線道路と鉄道網が縦横に走り 住居と工場 商店街が

環　境　方　針

22年度　行政情報の公開請求・処理状況
（　）内は前年度　　　単位＝件

実施機関 請求件数 決定の内容
全部公開 部分公開 非公開 不存在 取下げ

区　　長 1,447 439 987 1 20 0
（412） （306） （89） （0） （16） （1）

教育委員会 105 61 43 1 0 0
（75） （56） （19） （0） （0） （0）

選挙管理委員会 43 0 42 0 1 0
（1） （1） （0） （0） （0） （0）

監査委員 23 1 22 0 0 0
（3） （2） （0） （0） （1） （0）

区 議 会 9 8 1 0 0 0
（14） （13） （1） （0） （0） （0）

合　　計 1,627 509 1,095 2 21 0
（505） （378） （109） （0） （17） （1）

22年度　自己情報の開示請求・処理状況
（　）内は前年度　　　単位＝件

実施機関  請求件数 決定の内容
全部開示 部分開示 非開示 不存在 取下げ

区　　長 180 93 84 1 2 0
（149） （111） （36） （2） （0） （0）

教育委員会 1 0 1 0 0 0
（5） （3） （2） （0） （0） （0）

合　　計 181 93 85 1 2 0
（154） （114） （38） （2） （0） （0）

　区では､ 区政をより開か
れたものとするため、情報
公開制度を実施しています。
　22年度は1,627件の情
報公開請求があり、全部公
開509件と部分公開1,095
件をあわせて1,604件の行
政情報が公開されました。
また、自己情報の開示請求
は181件あり、178件が開
示されました。
問広報広聴課情報公開担当
☎5742－6613

行政情報の
公開状況を
お知らせします



● こくほの宿
● 22年度下半期区の財政状況
● 有料ごみ処理券
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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

しながわECOフェスティバル2011

5月15日㈰、しながわ中央公園で、「しな
がわECOフェスティバル2011」が開催さ
れました。今年もステージイベントなど
は例年規模で行いましたが、自家発電使
用と工夫で、公園内の分電盤やコンセン
トを使用しない 「節電型」で開催しました。

八潮南特別養護老人ホーム落成式

4月11日㈪、区立学校を改修した「八潮
南特別養護老人ホーム」の落成式が行わ
れました。注目は、個室を希望する声の
高まりから10部屋40人分整備した「個
室的しつらえの多床室」です。

プレミアム付商品券完売

4月18日㈪に販売を開始した、10％のプ
レミアムが付いた区内共通商品券（発行
総額3億3千万円）は、好評につき、5月
18日㈬に完売しました。

「二葉公園」防災広場がオープン

4月10日㈰、「二葉公園」防災広場が完成
し、披露式典が行われました。公園には
かまどベンチ4基、災害用マンホールト
イレ4基、100トン貯水槽などが配置され
ています。

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

5月12日㈭、きゅりあんで
「憲法週間　講演と映画の
つどい」を開催。「報道と
人権～ニュースの裏側か
ら」と題し、キャスターの
杉尾秀哉さんの講演が行わ
れました。また、会場入口
では、震災で被害にあった
東北地方の写真のパネル展示が行われ、多くの人が見入っ
ていました。

4月6日㈬、浅間台小学校
で始業式が行われ、震災
の影響で区内に避難した
児童6人が参加しました。

また5月13日㈮、南品川シ
ルバーセンター内の「食
事処　南品川」では、被
災し区民住宅に入居している方たちを招待し、地域の高
齢者や避難してきた被災者の方同士が交流し、会話や食
事を楽しみました。

憲法週間憲法週間
講演と映画のつどい講演と映画のつどい

被災者の皆さんに被災者の皆さんに
安心を安心を

5月26日㈭、濱野区長が、福島県富
岡町の方が避難している郡山市を訪
問し、遠藤町長へ義援金3,000万円
（前回分と合わせ
る と3,800万
円）と2トン
トラック2台
分の支援物資
を届けました。

ご支援・ご協力ありがと
うございます
義援金総額
103,437,390円です

（5月31日現在）

戸越銀座商店街のマスコットキャ
ラクター「戸越銀次郎」も郡山市を
訪れ、戸越銀座ブランドの「くる
みマフィン」「抹茶サブレ」などを
富岡町の子どもたちに届けました。

5月31日現在、81,781,967円を
岩手県宮古市・福島県富岡町・宮
城県・日本赤十字社へ届けました。
今後も順次被災地へ届けていきま
す。
問総務課☎5742－6625

濱野区長が富岡町長を訪問

郵便振替

※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、
地域センターでも受け付けています。

日本赤十字社 0120－60－0122
（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

受付期間／9月30日㈮まで

宮古市・富岡町への義援金の受付
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。

災害時における相互援助協定を締結しています

東日本大震災被災地全域への義援金受付


