
①申し込み／利用したい施設へ直接予約
　�「品川区国民健康保険加入者」「後期高齢者医療制度加入者」または「品
川区民」であることを伝えてください。必ず宿泊料金を確認してくだ
さい。
②手続き／予約後、保険証を持って国保医療年金課保険事業係へ
　�利用者全員の氏名・年齢、品川区国民健康保険か後期高齢者医療制度
に加入している方の保険証記号番号が必要です。「利用承認書」をお渡
しします。手続きは利用日の1週間前までに済ませてください。
③利用当日／「利用承認書」を持って施設へ
　�加入者の方の助成金額を差し引いてお支払いください。

利用
方法

〠140−8715  品川区広町2−1−36　 代表番号  ☎3777−1111  広報広聴課 ☎5742−6644　Fax5742−6870  http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

区役所は耐震改修工事中のため駐車スペースに限りがあります。車でご来庁の際はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。
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夏の旅行に「こくほの宿」はいかがですか。
品川区国民健康保険か後期高齢者医療制度
に加入している方が「こくほの宿」を利用
する場合に、宿泊料を助成します。

栃木県
鬼怒川プラザホテル �☎03－3834－5995� 11,025円
ガストホフエール� ☎0287－63－1613� 8,800円

福島県
スパリゾートハワイアンズ
� ☎0246－43－3191� 14,437円
※東日本大震災の影響で休業中です。再開については、
お問い合わせください。

茨城県
オーシャンビュー大洗
� ☎029－267－0488� 10,000円

千葉県
富津岬荘� ☎0439－87－2611� 6,400円
ホテルエミオン東京ベイ（朝食のみ）
� ☎047－304－2727� 　7,600円
国民宿舎サンライズ九十九里
� ☎0475－76－4151� 9,975円

埼玉県
ナチュラルファームシティ農園ホテル
� ☎0494－22－2000� 9,450円

東京都
山鳩山荘 � ☎0428－85－2158� 7,875円
国民宿舎鳩の巣荘 �☎0428－85－2340� 7,350円
観光荘 � ☎0428－83－2122� 7,350円
民話の宿荒澤屋旅館 �☎0428－83－2365� 10,500円
旅館玉翠荘 � ☎0428－83－2363� 9,850円
三河屋旅館 � ☎0428－83－2027� 11,550円

神奈川県
KKR鎌倉わかみや �☎0467－25－4321� 14,600円
マホロバマインズ三浦（本館）
� 0120－046－891� 10,000円
ホテル南風荘 � ☎0460－85－5505� 11,000円

群馬県
和心の宿オーモリ
� ☎0279－72－2611� 10,500円
八塩館 � ☎0274－52－2651� 8,500円
ホテルグリーンプラザ軽井沢 �
� ☎03－5272－0696� 9,000円
草津グリーンパークパレス
� ☎0279－88－3960� 7,920円
龍宮旅館 � ☎0278－58－7301� 6,825円
龍宮小屋� ☎0278－58－7301� 8,200円
ホテル辰巳館 �☎0278－72－3055� 10,500円

長野県
国民宿舎もちづき荘（本館）
� ☎0267－52－2515� 6,500円
� � � �
山梨県
ハイランドリゾートホテル＆スパ �
� ☎0555－22－1000� 14,400円
くつろぎの邸くにたち
� ☎055－263－2311� 10,500円
セイコウ荘・一富士・長田荘（忍野村観光協会）
� ☎0555－84－4222� 6,615円

静岡県
うたゆの宿熱海四季ホテル
� 0120－549－026� 8,400円
熱川ハイツ � 0120－56－1830� 8,021円
菊水館 � ☎0558－32－1018� 12,600円
伊豆まつざき荘
� ☎0558－42－0450� 9,850円

※市町村交流施設（神奈川県山北町・山梨県早川町にある契約施設）も「こくほの宿」として利用できます。
詳しくは地域活動課市町村交流担当☎5742－6856へお問い合わせください。

茨城県

千葉県
埼玉県

栃木県
群馬県

福島県

長野県

東京都

神奈川県山梨県

静岡県

「こくほの宿」で
リフレッシュ！ 問い合わせ　　　　　 国保医療年金課保険事業係

　　　　　 （本庁舎4階☎5742－6675）

1人1泊につき、原則として2,000円（年度内3泊まで）を助成します。
※加入していない区民の方、加入者と一緒に利用する区民以外の方は、
契約料金で利用できます（宿泊助成はありません）。
※年度途中に国保から後期高齢者医療へ移行した方の宿泊数は、国保か
らの通算となります。
※保険料を滞納していない方に限ります。

平日1室を大人2人で利用した場合の1人の料金です（1泊2食付き、サービ
ス料・消費税込）。人数、曜日、部屋のタイプ、料理、季節などにより料
金が変わる場合があります。詳しくは施設へお問い合わせください。

宿泊
助成

契約
料金

パンフレット「こくほの宿」配布場所／国保医療年金課、地域センター

温泉施設
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有料広告の申し込みは、
2 月・6月・10月に受け
付けています。

広報紙に広告を
掲載しませんか

※4月11日号で募集している、6月・7月の追加申し込み期限
は4月23日㈮まで。

  問い合わせ 
広報広聴課☎5742－6644

有料広告の申し込みは、2月・6月・10月
に受け付けています。申し込みについて
の詳細は、2月1日号をご覧ください。

広報紙に広告を
   掲載しませんか

「広報  しながわ」の21日号では、
  区内で営業して いる店舗・会社
  などの広告を掲載しています。 

  問い合わせ
広報広聴課☎5742－6644

8月～11月の有料広告
の申し込みは、6月24
日㈮まで受け付けてい
ます。

広報紙に広告を
   掲載しませんか

  問い合わせ 
広報広聴課☎5742－6644

2月1日号で4～7月分の
募集をします。
  問い合わせ 
広報広聴課☎5742－6644

有料広告の
掲載申し込みについて

有料広告の申し込みは、2月・
6月・10月に受け付けていま
す。申し込みについての詳
細は、2月1日号をご覧くだ
さい。

広報紙に広告を
掲載しませんか
 「広報  しながわ」の
  21日号では、区内で
  営業している店舗・
  会社などの広告を掲
  載しています。 

  問い合わせ 
広報広聴課☎5742－6644

有料広告の
掲載申し込みについて

問い合わせ　広報広聴課☎5742－6644

広報紙に広告を掲載しませんか

「広報しながわ」の
21日号では、区内で
営業している店舗・会
社などの広告を掲載し
ています。 

有料広告の申し込みは、2月・6月・10月に受け付け
ています。申し込みの詳細は、6月1日号をご覧くだ
さい。 

歳入 予算現額 収入済額 収入率
特 別 区 税 391億 640万 円 379億 264万2千円 96.9%
特別区交付金 361億7,369万7千円 367億7,278万 円 101.7%
使用料・負担金 69億7,650万8千円 61億8,763万6千円 88.7%
国・ 都 支 出 金 256億3,405万9千円 201億7,412万2千円 78.7%
繰 入 金 137億3,683万7千円 48億9,441万 円 35.6%
そ の 他 187億4,449万9千円 155億2,076万4千円 82.8%

計 1,403億7,200万 円 1,214億5,235万4千円 86.5%

歳出 予算現額 支出済額 支出率
民 生 費 578億 854万 円 544億6,884万8千円 94.2%
衛 生 費 113億6,532万3千円 102億8,079万2千円 90.5%
土 木 費 141億2,454万6千円 78億6,971万 円 55.7%
教 育 費 257億6,331万6千円 203億5,863万6千円 79.0%
公 債 費 40億 541万4千円 39億9,856万1千円 99.8%
そ の 他 273億 486万1千円 161億 607万1千円 59.0%

計 1,403億7,200万 円 1,130億8,261万8千円 80.6%

会計 予算現額 収入済額 支出済額
国民健康保険
事 業 会 計 359億7,713万5千円 330億3,807万2千円 313億1,303万4千円

老人保健医療
特 別 会 計 3,891万7千円 3,070万2千円 3,070万2千円

後期高齢者医療
特 別 会 計 60億9,988万2千円 59億3,481万4千円 60億2,197万3千円

介護保険特別会計 178億6,293万2千円 164億1,544万1千円 160億7,799万7千円

一般会計

特定の事業を行うにあたって、一
般の歳入歳出と切り離して経理を
明確にする必要がある場合に設け
ています。

総額 8,361億8,297万2千円

内
　
訳

土地　������1,221,096㎡ 6,097億9,889万7千円
建物������������795,035㎡ 1,250億2,975万1千円
地上権��　���　�6,654㎡ 12億9,959万 円
工作物・立木 80億6,573万5千円
有価証券など 104億3,092万6千円
物品 110億9,295万5千円
基金 704億6,511万8千円

23年3月31日現在、約6万6千世帯、約9万9千人が加入している国民健康保険関係の経
理を行っています。

75歳以上の方(65歳以上で一定の障害のある方を含む)の医療費を経理する会計で、20
年3月で制度は終了しましたが、過年度分を経理するために22年度末まで存続してい
ました。

75歳以上の方（65歳以上で一定の障害のある方を含む）の医療費を経理するもので、
現在、被保険者の方は、約3万4千人です。

介護保険を経理する会計で、65歳以上の被保険者の方は、約7万1千人です。

区では、「品川区財政状況の公表に関する条例」に
基づき、年２回、区民の皆さんに区の財政状況を
お知らせしています。
　　　　　　 企画財政課☎5742－6610

皆さんから納めていただいた特別
区税や特別区交付金を主な財源と
して、公園や道路の整備をはじめ、
学校や社会福祉施設の運営、生活
保護、保健衛生など区行政の大部
分を経理しています。

○区民の方の税負担
納めていただく特別区税は、歳入
予算の28.0%を占めています。こ
の税額を23年3月31日現在の区
民の人数で割ると11万950円（昨
年比で�6.2％減）、世帯数で割る
と20万2,589円（昨年比で6.5％
減）となります（ただし、前年度
からの繰越事業分を除く）�。

特別会計

国民健康保険事業会計

老人保健医療特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

財産・地方債・
一時借入金の現在高

●特別区債(地方債)の残高 253億3,648万8千円
（減税補てん債を除いた場合� 139億7,844万5千円）

特別区債は、公園や道路、学校施設の整備などで特に
多額の資金を必要とする場合に、政府や銀行などから
長期にわたり返済する資金を借り入れ、事業資金を調
達するものです。

●一時借入金の残高 0 円

一時借入金は、支払資金が不足した場合に、その不足
を補うために一時的に銀行などから借り入れる資金で
す。23年3月31日現在、借入残高はありません。

区の財政状況をお知らせします22年度下半期
22年10月1日～23年3月31日

財政の運営方針など
22年度は、緊急課題（経済対策、待機児童対策、
新しいタイプの高齢者住宅整備と安心入居のしくみ
づくり）への対応とともに、様々な施策の実施によ
り長期基本計画を推進し、「輝く笑顔　住み続けた
いまち　しながわ」の実現をめざしました。

積極的に取り組んだ主な施策
緊急経済対策
プレミアム付共通商品券発行助成、中小企業活性
化・住宅リフォーム助成事業、中小企業事業資金融
資あっせんなど

緊急待機児童対策
区立保育園定員拡大、学校施設を活用した定員拡大、
幼保一体施設の開設、短時間就労対応型保育、私立
保育所・認証保育所開設支援など

新しいタイプの高齢者住宅整備と安心入居のしく
みづくり　
特別養護老人ホームなど高齢者福祉施設整備（八潮
南中学校跡）、高齢者向け優良賃貸住宅整備など

だれもが輝くにぎわい都市
区民活動交流施設整備（八潮南小学校跡）、品川区
民芸術祭開催、五反田地区教育総合施設整備など

未来を創る子育て・教育都市
小中一貫教育の推進、就学前乳幼児教育の推進、親
育ち支援事業など

みんなで築く健康・福祉都市
南品川シルバーセンター改築（ほっとサロン・コミュ
ニティレストラン整備）、地域福祉人材確保支援、
知的障害者外出サポート事業など

次代につなぐ環境都市
温暖化対策事業、区庁舎の環境対策など

暮らしを守る安全・安心都市
避難所に接続する下水道管耐震化、地域防災スクー
ルモデル事業など

　特別区民税とともに、区民の皆さんに身近な
施策を行うための重要な財源の一つです。固定
資産税などをもとに都と23区の仕事の分担に
応じ、配分するものです。
　現在23区では、都と区の役割分担と財源配
分のあり方を中心に、都と協議を続けています。
　身近な事務は23区が担い、都は広域行政に
徹することを基本に、これからも区民サービス
の向上に不可欠な財政自主権の確立を積極的に
推進していきます。

特別区交付金

問い合わせ

●区有財産の保有状況

22年度上半期（22年9月30日現在）に比べ、総額
で45億5,085万2千円増となっています。区民１人
あたりの保有額は、237万2,366円です。
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  ご協力ください
■拠点回収（古着、廃食用油、不用園芸土）
7月9日㈯・23日㈯午前10時～正午＝小学校な
ど26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・
延山・宮前小学校、日野・伊藤学園、品川第一・
大崎第一・大井第二・大井第三・八潮地域セン
タ－、区役所）

  リサイクル情報紙「くるくる」
「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」を紹介し
ています。毎月1日発行で地域センタ－・図書
館などに置いてあります。8月号掲載希望の方
は7月22日㈮までに、電話かFAXでお申し込み
ください。

  リサイクルショップ「リボン」
ご来店をお待ちしています。18歳以上の方は誰で
も出品できます。希望の方は電話か店頭で予約して
ください。
※出品時、住所・年齢の確認ができるものを持っ
てご来店ください。
手数料／出品1点につき100円
定休日／両店とも水曜日
※販売実費として、売り上げの40％をいただきます。

※不用品交換情報ボードは無料です。ご希望の方
は来店してください。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。
　大井町店　 
広町2－1－36  第三庁舎2階　
☎5742－6933
営業時間／午前11時～午後5時30分
取扱商品／家具、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に運送業
者を紹介します（運送料は有料）。
　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。

日6月23日㈭～28日㈫午後1時～4時
※予約なしでお持ちください。
※身分証明書をお持ちください。
※出品は1人1回10点までです。
※詳しくはお問い合わせください。

　昨年、水銀を含むごみが原因で焼却炉を停止する
事態が23区内の複数の清掃工場で発生しました。
　焼却炉が停止すると、設備復旧に多くの時間と費
用が必要になるだけでなく、ごみの収集が遅れるな
ど様々な問題が起こり、皆さんの生活に深刻な影響
をもたらすことになります。
　正しいごみ・資源の分け方・出し方にご協力をお
願いします。
●家庭から出る水銀を含むごみの出し方

●事業所から出る水銀を含むごみの出し方
事業活動に伴い水銀を含むごみを排出される場合
は、法律・条例に基づき廃棄物の処理・運搬を許可
された業者を通じた適正な処理をお願いします。

水銀を含むごみの出し方にご注意ください
水銀を含むごみは「燃やすごみ」として

出すことはできません。

他の陶器・ガラス・金属ごみとは別の袋
で出してください。
※中身が残っているものは、袋に「中身
入り」と書き別の袋で出しましょう。

スプレー缶・カセット式ボンベ・ライターは
使いきってから

24年3月31日まで

大　気／区内2カ所（定点測定、地上1ｍ）
土　壌／小・中学校、幼稚園・保育園、公園（それぞれ2カ所）
プール／�小・中学校について10カ所（屋外プール）
※測定場所は区内の沿岸部と内陸部からそれぞれ選定。土壌についてはローテー
ションを組んで実施します。
※大気・土壌については毎週測定します。
※詳しくは区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

品川区内の
放射線量を
測定します

区民の皆さんに安心していただくため、
区独自で放射線量の
測定を行い、結果を
区ホームページなど
で公表します。

実施期間

測定内容と
測定場所

問環境課指導調査係☎5742－6751

区内に住むママたちの感性とフットワークで
集めた子育て情報が満載です。子育て真っ最
中のパパ＆ママ、応援する家族や地域の皆さ
んが来て見てふれて楽しめるイベントです。
日7月8日㈮午前10時～午後4時
内子育て情報展示、ミニステージ、子育て相
談、ワークショップなど
人0～6歳児と親
場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問子育て支援課在宅子育て支援係
☎5742－6720

第4回 品川子育てメッセ2011

子どもといっしょに
広がる世界

つたえる つながる めぐりあう

体温計・血圧計・
割れた蛍光灯

陶器・ガラス・金属ごみの日
（月2回・各戸収集）

割れていない蛍光灯 資源の日
（週1回・ステーション回収）

①着工前であること
②既存住宅の改修で区内業者に発注
③次のいずれかの工事金額が10万円以上
●エコ住宅改修
遮熱性塗装工事、換気設備設置、窓や外壁の
断熱改修など　
※断熱改修は、国の住宅版エコポイント制度終
了後、助成対象となります（8月から）。
●バリアフリー住宅改修
手すり設置、段差解消、トイレや浴室の改修
など
※介護保険や高齢者自立支援の住宅改修給付事
業との併用は不可。

助成額／工事費用の10％（上限20万円）
※賃貸住宅オーナー、管理組合が申込者の場
合は上限100万円。

申し込みの主な要件／
●個人（民間賃貸住宅オーナー含む）
①区内在住で住民税を滞納していない
②住宅の所有者または賃借者である
※賃借の場合は所有者から工事の承諾を得て
いること。
※民間賃貸住宅オーナーが申し込む場合は、「東
京シニア円滑入居賃貸住宅」に登録すること。
●マンション管理組合
①共用部分の工事である
②総会などで区分所有者の承認が得られてい
ること

募集案内配布場所／都市計画課
※区ホームページからダウンロードもできます。

申し込み／申込書などを同課住宅運営担当へ
持参

住宅のエコリフォーム・
バリアフリーリフォーム費用の一部を助成します
対象／次の全てにあてはまる工事

申し込みの主な要件／
①中学生以下のお子さんがいる
②子世帯が区外から転入、または区内転居により世帯間
の距離が1,200ｍ以内（およそ15分圏内）になった
③転入・転居から3カ月以内である（転入・転居後1年以
内に第1子が誕生した場合は、誕生後3カ月以内）
④転入・転居に際して費用を要し、その支払いをしている
⑤親または子世帯が区内に1年以上住んでいる　など
受付開始／7月1日㈮から
※費用に応じて、ポイント（上限100,000ポイント）を
交付します。詳しくは都市計画課で配布する募集案内を
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。

親元近居支援事業
三世代すまいるポイント

　品川区内に住む親世帯と近居・同居することになった
中学生以下のお子さんがいる世帯に、「三世代すまいる
ポイント」を交付します。

「三世代すまいるポイント」は、
区内共通商品券などと
交換することができます。

安心・安全・快適な暮らしのために
問都市計画課住宅運営担当（本庁舎6階☎5742－6777）

和洋陶器、ガラス器出品募集
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日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員
¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ (http://）

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

平成 23 年
（2011）
6/21情報館 情報館は4〜7ページです

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。
￥23年度の区民税が課税の方� 10,255円
　23年度の区民税が非課税の方� 1,000円�
※23年度課税でも、合計所得が125万円以下の方は1,000円。
問東京バス協会☎5308－6950

シルバーパスのお知らせ
日6月29日㈬午前11時30分～午後2時
場きゅりあん（大井町駅前）
内彩色黒豆ちらし寿司、鶏肉の香味焼
き、春きゃべつと長いものお吸い物、水よ
うかん
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台ふ
きん各1枚

人�70歳以上の方30人（先着）　
￥�800円
主催／品川栄養士会
申6月27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　「夏にむけて食事から元気になる料理！」

日7月25日㈪＝女子シングルス
26日㈫＝男子シングルス
27日㈬＝男女各ダブルス
28日㈭＝各種目準決勝・決勝
※受付午前8時45分～9時、試合開始午前9時10分。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
人小学4～6年生の部、中学生の部
￥シングルス300円、ダブルス500円
申7月13日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ

第61回品川区民スポーツ大会（夏季）
ジュニアテニス大会（硬式）

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

　7月に参加できる主な事業  　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 ※保＝保育園　幼＝幼稚園

●身体測定
　 5日㈫＝西五反田保、東品川保
　13日㈬＝東大井保
　21日㈭＝西中延保
●給食を知ろう会
　 2日㈯＝大崎保
●子育て相談
　19日㈫＝平塚幼
●園庭開放
　�月～金＝�東五反田保、源氏前保（午前10時～正午）
　火＝西中延、伊藤幼（午後2時～3時）　
　水＝�西五反田第二保
　　　第一日野幼（午後0時30分～2時）　
　6日㈬＝城南幼、浜川幼
●ふれあいデー
　 8日㈮＝城南幼（3歳児の会）
●絵本の広場
　21日㈭＝西中延保
●リズム遊び
　21日㈭・28日㈭＝南大井保
●七夕まつり
　 7日㈭＝�西大井保、北品川保、西品川保、清水台保、���

西五反田保、東五反田保、南ゆたか保、
三ツ木保、南大井保、
東品川保、源氏前保、
小山台保、冨士見台
保、荏原西保、五反
田保、水神保、八潮
北保、八潮西保、二
葉保、滝王子保

●こどもまつり
　14日㈭・15日㈮＝東五反田保

●夏まつり
　 8日㈮＝東中延保
　13日㈬＝水神保
　14日㈭＝�大井保、ゆたか保、東大井保、三ツ木保、

冨士見台保、五反田保、西五反田第二保、
旗の台保、大井倉田保、滝王子保

　15日㈮＝�品川保、西大井保、東大井保、三ツ木保、
一本橋保、南ゆたか保、小山台保、中原保、
冨士見台保、大井倉田保、五反田保、八
潮西保、西五反田第二保、旗の台保、滝
王子保　　

　22日㈮＝西中延保、二葉保
●ちびっこ祭り
　13日㈬・14日㈭・15日㈮＝南大井保
　21日㈭・22日㈮＝清水台保
●ちょうちん祭り
　 8日㈮＝八潮南保
●西五まつり
　14日㈭＝西五反田保
●サマーフェスティバル
　14日㈭＝源氏前保
●運動プログラム
　20日㈬＝旗の台保
●プール開放
　火～金＝伊藤保（午前中）
　20日㈬＝大崎保
●保育体験
　39園で実施（二葉つぼみ保育園を除く）

区立保育園・幼稚園では、保育体験や育児相談など
を行っています。園児と一緒に遊んだり、お話会な
ど楽しいプログラムを用意しています。
人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦
の方（先着）

※定員は実施園、実施内容により異なります。
申利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 希望の
園へ
問実施園、保育課運営係☎5742－6724
　

日7月30日㈯～31日㈰
（大井町駅前午前8時集合、1泊2日）
宿泊／伊豆長岡　寿荘
内海遊び、花火、あわしま周遊、海水プールなど
人5歳以上のお子さんがいるひとり親家庭の親子
40人（先着）
￥中学生以上4,000円、5歳～小学生2,000円
※休養ホームクーポンを利用します。
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申6月30日㈭までに、電話で子育て支援課児童家庭
相談係☎5742－6589へ
集金／7月2日㈯・3日㈰午後4時30分～5時
中小企業センター
説明会／7月17日㈰午後2時～4時きゅりあん

ひとり親家庭　夏休み親子一泊バス旅行

�※日程など詳しくは各園へお問い合わせください。
各園のお問い合わせ先は区ホームページでご覧く
ださい。

●生きもの博士になろう　
日内①7月26日㈫＝みる、きく、さわる…！五感で
自然遊び（ハーブを使った石けん）
②28日㈭＝遊んで発見！植物の魅力（葉っぱのスタ
ンプでオリジナルエコバッグ）
③30日㈯＝生きものに挑戦！（昆虫ポストカード）
※時間は午後1時30分～3時30分。
場環境情報活動センター（第三庁舎3階）
しながわ中央公園（区役所前）
講師／村松亜希子（生態教育センター主任指導員）
●キッチンからはじめるエコロジー！
地球にやさしい旬の料理をつくります。
日④8月10日㈬�⑤11日㈭�⑥12日㈮
※時間は午後2時～4時。
※3日とも同一内容。
場きゅりあん（大井町駅前）
──────────共　　通──────────
人小学生①～③各25人、④～⑥各30人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
申7月4日㈪（必着）までに、往復はがき（講座ご
とに1枚）に講座名、希望日（第2希望日まで可）、
参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号を環境
情報活動センター（〠140－8715品川区役所☎
5742－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/から申し込みもできます。

夏休み子ども環境講座

夏休みならではの事業を通じ、親子のきずなを深め、
友だち同士助け合う心を育てます。
日8月21日㈰午前10時～午後2時30分
場みなとが丘ふ頭公園（八潮3－1）
人区内在住で、4歳～中学生のお子さんと保護者、
小学4年生以上のお子さん3・4人につき引率者1人
定員／200人（抽選）　※1組5人まで。
￥500円（保険料込）
主催／品川区青少年委員会
申7月11日㈪までに、往復はがきに「虫とり」とし、
参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号を青少年育成課青少年育成係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6692）へ

親子虫とり探検と宝探し

日7月9日㈯午前10時30分～午後3時30分
場しながわ区民公園（勝島3－2）
※雨天の場合は大井倉田児童センター（大井4－11－
34）でクッキング。
内野外クッキング、自然あそび
人3歳～小学生のお子さんと父親20組（先着）
￥400円、3歳～小学生200円
申7月6日㈬（必着）までに、�往復はがきで講座名、
住所、参加者全員の氏名（ふりがな）�・年齢・性別、
電話・FAX番号、メールアドレスを子育て支援課在
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。

パパズプログラム
パパと一緒にデイキャンプ

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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症状がひどい時は、病院で診察を受け、
保健センターへご連絡ください
品川保健センター☎3474－2221
大井保健センター☎3772－2666
荏原保健センター☎3788－7013

問環境課指導調査係☎5742－6752

①屋外になるべく出ない
②屋外での運動を控える
③目や喉に刺激を感じたら、洗顔・う
がいをする

　光化学スモッグは、夏場の晴れた風
の無い日に起こりやすくなります。
　防災無線・掲示幕で光化学スモッグ
注意報などをお知らせします。発令さ
れた時は、次の事を心がけましょう。

光化学スモッグに
ご注意！

6月30日㈭は特別区民税・都民税
（普通徴収）第1期分の納期限です
　納期内に必ず納付してください。
　便利・確実・安全な口座振替をご利用
ください。特別区民税・都民税を金融機
関の預貯金口座から自動的に振り替えて
納めることができます。納税通知書に口
座振替の申込はがきを同封しています。
この機会にぜひご利用ください。口座振
替による納税は、一度申し込むと翌年以
降も自動的に継続されます。
※納期限を過ぎてから納付した場合、督
促状が送付されることがあります。
問税務課収納管理係☎5742－6669

国民健康保険退職者医療制度を
ご存じですか
　退職者医療制度は、自己負担分以外
の医療費を国民健康保険の保険料と会
社などの健康保険からの拠出金で賄い、
健康保険間の医療費負担を公平にする
ための制度です。保険料や自己負担割
合（3割）に変更はありません。
　退職者医療制度に該当する方（本人）と、
被扶養者（年収130万円未満）に、藤色
の退職者被保険者証を送付しています。
人次の全てにあてはまる方
①厚生（共済）年金などの被用者年金か
ら、老齢（退職）年金を受給している
②被用者年金の加入期間が20年以上、
または40歳以降の期間で10年以上ある
③65歳未満
問国保医療年金課資格係☎5742－6676

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、皆さんの「安全・安心」を守ります。
※お知らせする緊急情報は、震度5弱以
上の緊急地震速報や津波警報、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」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

東日本大震災の被災地から品川
区に避難された皆さんへ
　東日本大震災により品川区に避難さ
れた皆さんの相談を、地域の民生委員・
児童委員がお受けします。
　民生委員・児童委員は、誰もが安心
して暮らせる地域社会をつくるために、
日頃から様々な相談・支援活動をしてい
ます。民生委員・児童委員には守秘義
務がありますので、相談内容の秘密は守
られます。安心してご相談ください。
　担当の民生委員・児童委員について
は、下記にお問い合わせください。
問高齢者福祉課民生委員担当
☎5742－6708

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

お知らせ

日7月6日㈬午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防、効果的な
歯磨き方法（実技）と歯磨きを嫌がる
場合の克服法
人歯が8本くらい生えたお子さんと保護者
20組（先着）
場申6月23日㈭から、電話で品川保健
センター☎3474－2902へ

　
皆さんで悩みを話し合う教室です。
日7月4日㈪午後2時～4時
人不登校・ひきこもりなどのお子さん
を持つ家族
場申電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

●精神保健相談（こころの病気など）
品川保健センター／5日㈫
大井保健センター／6日㈬
荏原保健センター／15日㈮
●うつ病あんしん相談
品川保健センター／22日㈮
大井保健センター／6日㈬
荏原保健センター／6日㈬

●高齢期のこころの相談
品川保健センター／11日㈪
大井保健センター／20日㈬
荏原保健センター／27日㈬
●児童思春期のこころの相談
品川保健センター／6日㈬
大井保健センター／28日㈭
荏原保健センター／21日㈭
問各センター

  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26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26日㈰

� 林医院� 東大井�3�－21－12� ☎3761－7780
� 竹内歯科医院� 東大井�2�－28－�6� ☎3763－0366
� 井口歯科医院� 荏　原�3�－�8�－15� ☎3788－0202
� 山根接骨院� 西品川�1�－23－15� ☎3779－9137
� 青柳接骨院� 荏　原�6�－�6�－�6� ☎3784－3267

  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25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

薬

小

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

内 小

医療機関の 24 時間案内
※重病の方は119番をご利用ください。

●東京都保健医療情報センター （ひまわり）　 ●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　

内 小
歯
歯
骨
骨

内 小
薬

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

小

ろば康ひ健

がん検診・健康診査など 一部有料

　職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。
種類 会場 日時など

胃がん（35歳以上）
自己負担1,200円

品川区医師会 月～土 9:00～11:00�
予約制荏原医師会 月～金

子宮がん
（20歳以上の偶数年齢時）契約医療機関

診療時間内の毎日（受診券有り）
※対象者には受診券（有効期限有り）を送付

乳
が
ん�

(34歳以上の
偶数年齢時）
自己負担500・
1,000円

品川区医師会
荏原医師会
契約医療機関
検診車

予約制（受診券有り）
※対象者には、偶数年齢の誕生日の前月に受診
券（有効期限有り）を送付

視触診検診
（71歳以上） 契約医療機関 9月末まで受診可

肺
が
ん
（
40
歳
以
上
）

�一般コース
（胸部Ｘ線検査）

品川区医師会 月～土　9:00～11:00
月・火・木・金　13:00～15:00� 予約制

荏原医師会 月～土　9:00～11:00�
月～金　13:00～16:00

ヘリカルコース
自己負担3,000円
（かくたん検査

600円）

品川区医師会 月～土　9:00～11:00
月・火・木・金　13:00～15:00� 予約制ヘリカル

ＣＴ検査荏原医師会 木　13:00～15:00

大腸がん（便潜血検査）
（40歳以上） 契約医療機関 契約医療機関の診療日

※契約医療機関で検査セットを配布します
喉頭がん（40歳以上）
自己負担500円 契約医療機関 契約医療機関の診療日

※喫煙している方、自覚症状がある方が対象
前立腺がん（55歳以上）
自己負担500円 契約医療機関 契約医療機関の診療日

成人歯科健診
（40・45・50・55・
60・65・70歳）

契約医療機関 契約医療機関の診療日
※対象者には受診券を送付

結核検診
（65歳以上）

契約医療機関 契約医療機関の診療日
品川保健センター 第1・3㈭

9:00～10:30
予約制大井保健センター 第2・4㈭

荏原保健センター 第2・4㈫

肝炎ウイルス
（受けたことがない方）

契約医療機関 契約医療機関の診療日
品川保健センター 第1・3㈭ 9:00～10:30

予約制荏原保健センター 第2・4㈫

健
康
診
査

詳しくはお問い合わせください。
問40～74歳の方
　　・国民健康保険の方＝国保医療年金課保健指導係☎5742－6902
　　・国民健康保険以外の方＝自分が加入する医療保険者にお問い合わせください。
　75歳以上の方＝国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

○契約医療機関などは、区ホームページをご覧になるか健康課へお問い合わせください。
○�乳がん検診は、現在希望者が多く翌々月以降の予約となることがあります。
○72歳以上の方で、マンモグラフィ検査を希望される方は健康課へお問い合わせください。
健康課　☎5742－6743　品川区医師会��☎3474－5609　荏原医師会��☎3783－5167
品川歯科医師会　☎3492－2535　荏原歯科医師会　☎3783－1878

むし歯撃退教室

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！

思春期家族教室 7月のこころの健康専門医相談
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23年度特別区職員
Ⅲ類・経験者採用試験
Ⅲ類＝事務
人日本国籍を有し、平成2年4月2日～6
年4月1日までに生まれた方
経験者＝事務・技術（土木造園・建築など）
＜2級職＞
人日本国籍を有し、昭和55年4月2日～
59年4月1日生まれで、民間企業など1カ
所での業務従事歴が4年以上ある方
＜3級職＞
人①主任主事Ⅰ＝日本国籍を有し、昭和
50年4月2日～55年4月1日生まれで、民間
企業などで業務従事歴が8年以上ある方
②主任主事Ⅱ＝日本国籍を有し、昭和41
年4月2日～50年4月1日生まれで、民間
企業などで業務従事歴が13年以上ある方
※業務従事歴が1年以上の期間は複数の
ものを通算可。ただし、1カ所で連続4年
以上の経験を有すること。
───────共　　通───────
募集する試験区分、受験資格など、詳し
くは採用試験案内をご覧ください。
第１次試験日／9月11日㈰
採用試験案内・申込書配布場所／
品川区人事課、地域センター、特別区人
事委員会事務局

※HP www.tokyo23city.or.jp/saiyou-
siken.htmからも申し込めます（8月10
日㈬まで）。
問特別区人事委員会事務局任用課採用係
☎5210－9787（直通）

介護者教室
夏に向かって気をつけること
日7月9日㈯午前10時～11時30分
人20人（先着）
場申7月8日㈮までに、電話かFAXで、
住所、氏名、連絡先を小山台在宅介護
支援センター（小山台1－4－1りんし21
☎5794－8511�Fax5794－8512）へ

就学相談をご利用ください
　お子さんが就学するにあたり、心身や
情緒の面、言葉の遅れなどに心配や不安
のある方の相談を受け付けます。
　お子さんの発育状況に応じた、よりよ
い教育の方法を、就学相談員や医師など
が保護者とともに考えていきます。ぜひ
ご相談ください。
日7～11月
人24年4月に、①小・中学校に入学する
お子さん　②都立の盲学校・ろう学校・
特別支援学校の小・中学部に入学を希望
するお子さん
申電話で、指導課特別支援教育係☎
5742－6865へ

大井町行政サービスコーナー
図書館取次サービスを開始します
7月1日㈮から、武蔵小山行政サービス
コーナーで実施している図書館取次サー
ビスを、大井町行政サービスコーナーで
も実施します。
日行政サービスコーナー業務時間内
内予約した図書・雑誌・ＣＤなどの貸し
出し、返却（品川区立図書館所蔵資料に
限る）
問戸籍住民課住民票係☎5742－6660
品川図書館☎3471－4667

7月1日から消費者センター啓発
展示室・会議室が移転します
啓発展示室は契約・買物についての知識
や地球にやさしい暮らし方など、様々な
情報を発信する場です。消費者団体とし
て登録すると展示室と会議室が無料で利
用できます。
場第二庁舎3階
問同センター☎5718－7181

第51回品川区団体卓球選手権大会
日女子＝7月17日㈰、男子＝7月18日㈷
※時間は午前9時から。
場総合体育館
種目／男子・女子団体戦（Ⅰ・Ⅱ部、ジュ
ニア、50代、60代）
※Ⅰ部は上級者、Ⅱ部は中・初級者。
※年齢は24年4月1日現在。ジュニアの
部は18歳以下。
試合方法／4シングルス1ダブルス

人4人以上で構成するチーム
￥1チーム4,000円、連盟登録者3,600円
ジュニア2,000円
主催／品川区卓球連盟
申6月28日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

少林寺拳法初心者教室
日7月2日～9月24日の土曜日
午後6時～7時45分（全10回）
場戸越体育館
人小学生以上の方20人（先着）
￥6,000円　主催／品川区少林寺拳法連盟
申7月2日㈯までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ

健康大学しながわ第2回公開講座
「命を守るお口の健康」　
日常生活に潜む健康リスクとしての歯周
病について、実習を交えて学びます。
日7月23日㈯午後1時30分～4時30分
場講堂（第三庁舎6階）
講師／山本松男（昭和大学歯学部教授）
持ち物／手鏡
人50人（先着）
申7月15日㈮までに、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2225へ

東品川文化センター利用者協議会
「初級社交ダンス教室」
日7月10日～8月21日の日曜日
午前10時～正午（全6回）
人30人（抽選）　￥1,000円（教材費）
場申6月29日㈬までに、往復はがきで住
所、氏名、電話番号を同センター（〠
140－0002東品川3－32－10☎3472－
2941）へ

八潮高校公開講座
10穴ハーモニカを吹いてみよう
日7月30日㈯、8月6日㈯・20日㈯・27日㈯
午前9時30分～午後1時30分（全4回）
持ち物／ C調の10穴ハーモニカ
人20歳以上の方15人（抽選）
￥1,500円
場申7月4日㈪（消印有効）までに、往
復はがきで講座名、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、性別、電話番号を同校（〠
140－0002東品川3－27－22）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

夏の体験ボランティア2011
ボランティアを始めたいけれど機会がな
い方、夏休みや会社の休みを利用してボ
ランティア体験をしてみませんか。
日7～9月
場区内の高齢者・障害者施設、ボランティ
ア団体など
人説明会に出席できる中学生以上の方
100人（先着）
￥300円から（ボランティア保険代）
申参加する説明会までに、電話で品川ボ
ランティアセンター☎5718－7172へ
説明会／7/8㈮・16㈯・23㈯、8/5㈮の
うち1日

メイプルセンターの講座
現在募集中の講座です。定員になり次第
締め切ります。
①気軽に英会話＜中級セミプライベート＞
日7月7日～9月22日の木曜日
午後3時30分～5時（全11回）
※6月23日㈭の見学可。
人日常英会話ができる方8人（先着）
￥28,000円
②かづきれいこメイク
お肌や化粧の悩み解消します
日7月16日㈯、8月20日㈯、9月17日㈯
午前10時～正午（全3回）
人16人（先着）　
￥7,000円（教材費込）
③社交ダンス入門
日7月3日～9月18日の日曜日
午前11時30分～午後0時45分（全9回）
人24人（先着）　　
￥9,000円
④小中学生将棋教室
日7月9日～9月24日の第2・4土曜日
午前10時～正午（全5回）
人24人（先着）　
￥6,500円
⑤ゴスペルＪＯＹ～喜び歌って美しく！
日7月11日～9月26日の月曜日
午後7時～8時30分（全6回）
人16人（先着）　
￥8,400円
⑥茶道　裏千家
日7月7日～9月22日の木曜日
午後6時30分～8時30分（全10回）
人18人（先着）　
￥27,650円（水屋料込）
───────共　　通───────
場①～⑤同センター（西大井駅前）
⑥きゅりあん（大井町駅前）
申同センター☎3774－5050へ

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員
¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ (http://）

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

平成 23 年
（2011）
6/21情報館 キッズクラブ、シニアクラブは4ページ、健康ひろばは5ページです

スポーツ

お知らせ

6月23日㈭・24日㈮に開催する本会議での一般質問の様子が、ケーブルテレビ品川
で放送されます。区議会本会議の放送では、手話通訳を取り入れてます。

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。

ケーブルテレビ放送
区議会の

内　　容 放送日時 内　　容 放送日時

石田　秀男（自民） 6/27㈪20:00 ～20:45
（再）7/2㈯ 9:00 ～ 9:45 松澤　利行（自民）

6/29㈬21:00 ～21:45
（再）7/3㈰ 9:00 ～ 9:45

山元　敬子（公明） 6/27㈪21:00 ～21:45
（再）7/2㈯11:00 ～11:45 浅野　浩之（公明）

6/30㈭20:00 ～20:45
（再）7/3㈰11:00 ～11:45

阿部祐美子（民・改） 6/28㈫20:00 ～20:45
（再）7/2㈯14:00 ～14:45 沢田　洋和（自民）

6/30㈭21:00 ～21:45
（再）7/3㈰14:00 ～14:45

石田ちひろ（共産） 6/28㈫21:00 ～21:45
（再）7/2㈯16:00 ～16:45 渡部　�茂��（無品）

7/1㈮20:00 ～20:45
（再）7/3㈰16:00 ～16:45

西本　貴子（無品） 6/29㈬20:00 ～20:45
（再）7/2㈯17:00 ～17:45

●6/23㈭ の一般質問

梅雨の時期はカビやダニにご注意を

●換気と掃除で予防
①換気
換気は、離れた窓を2カ所あけると
効果的です。通気口は一年中開け、
換気扇をうまく使うこともおすすめ
です。雨が降っている日は、屋外の
湿度が高いので換気扇を使用するの
は逆効果です。炊事や入浴後には、
必ず換気をし、24時間換気は止め
ないようにしましょう。
②掃除
掃除機がけは、ダニのえさになる
フケや食べこぼしなどを取り除くほ
か、ほこりの中のダニやアレルギー
症の原因になるダニのふんや死がい
も取り除くことができます。丁寧な
掃除をこまめに行うことで、カビが
壁などに入り込むことや成長も抑え
ることができます。

●発生したときの対処法
①カビ
畳やビニールクロスにカビが生えた
場合は、初期なら中性洗剤を含ませ、
きつく絞った布で汚れを除いたあと
消毒用アルコールを噴きかけ、風を
あて乾燥させます。
②ダニ
ダニの被害が発生し、換気と丁寧な
掃除機がけで対処できない場合は、
畳や布団の中心温度を70℃以上で
乾燥するとダニは死滅します。専門
業者に依頼しましょう。

申込
方法 申込先・期間

郵
送

〠102－0072千代田区飯田橋3－5－1
特別区人事委員会事務局任用課
8月10日㈬まで（消印有効）

持
参

品川区人事課（本庁舎5階）
特別区人事委員会事務局任用課
8月11日㈭・12日㈮
午前8時30分～午後5時

●6/24㈮ の一般質問

講座・講演

日頃から、部屋の換気と丁寧な掃除で、
カビやダニの発生を予防しましょう。

問生活衛生課環境衛生担当
☎5742－9138

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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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

施設名・電話� 10月の宿泊できない日
伊東温泉品川荘
☎0557－35－0321 17日～23日

宮城野温泉箱根荘
☎0460－82－4037� 4日

日光しながわ光林荘
☎0288－54－0988�����

6日、11日～13日、20日、24日、25日、
27日

●対象　区内在住か在勤の方が利用できます。
●申し込み（10月分）　7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。

●品川区立保養所

●対象　区内在住の方が2人以上（大人1人と子ども1人でも可）で利用してください
（1回2泊まで）。
●申し込み（10月分）　7月1日～15日（消印有効）に、申込専用往復はがきに必要事項（利
用施設名、利用月日、人数など）を書いて応募してください。
●抽選後の空き室予約　2カ月先までの空き室については、利用日の2カ月前の同日午
前10時30分からＫＮＴツーリスト新宿営業所へ電話でお申し込みください。

●民間借り上げ保養施設
施設名� 住所・電話

湯河原　大滝ホテル 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上750－1
☎0465－62－7111�

熱海　ホテルニューアカオ 静岡県熱海市熱海1993－250��
☎0557－82－5151

伊豆長岡　小松家　八の坊 静岡県伊豆の国市長岡1056－1
☎055－948－1301�

保養所をご利用ください! ! 抽選にもれた方も空き室があれば利用できます！

問地域活動課（☎5742－6687Fax5742－6877）
受付は月〜金曜午前9時〜午後5時（施設は営業日の6時まで）

問ＫＮＴツーリスト新宿営業所☎3354－0351  
受付は午前10時30分〜午後7時（土曜は6時30分、日曜・祝日は6時まで）

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。

産業技術高専オープンカレッジ
中学生のための英語で数学講座
日7月30日㈯、8月12日㈮・18日㈭・24日㈬・
30日㈫
午後3時～5時（全5回）
内アメリカで使っている数学の学習教材
を使用し、英語で数学を学ぶ
人中学生20人（抽選）
￥1,000円
場申7月14日㈭（消印有効）までに、は
がきかFAX、Ｅメールで講座名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番
号を同校（〠140－0011東大井1－10－
40�Fax3471－6338 office@s.metro-
cit.ac.jp）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

本のリサイクル市
再利用できる本を皆さんに提供します。
日7月2日㈯午前9時～午後3時
場参当日、品川図書館（北品川2－32－
3☎3471－4667）へ
※1人20冊まで。
※社会福祉協議会へ寄付金（1冊10円程
度）をお願いします。
※マイバッグ（買い物袋）をご用意くだ
さい。

犬のしつけ方教室と
ペット健康相談
日7月9日㈯午後1時30分～4時30分
場品川保健センター
内訓練士による犬のしつけ方教室、獣医
師によるペット健康相談
人60人（先着）
主催／東京都獣医師会品川支部
申電話で、生活衛生課☎5742－9132へ
※犬は連れてこないでください。

しながわ百景絵画展その1
「しながわ百景」は選定されて25年にな
ります。品川のまちの顔や歴史が刻ま
れた風景などを区所蔵の作品で紹介し
ます。
日6月29日㈬～7月4日㈪
午前10時～午後8時
※4日は午後4時まで。
場問品川区民ギャラリー（大井町駅前イ
トーヨーカドー8階☎3774－5151）

迫力ある360度の
全天デジタルシステム

五反田文化センタープラネタリウム
場問同センター�（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451）

　★7月のプラネタリウム

日内土・日曜日、祝日　※投影時間は約50分。
①午前11時＝�親子向け投影 ｢なつのおほしさま｣
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 ｢夫婦（めおと）星

スピカとアークトゥルス｣
※各回とも、前半は当日の星空の解説。
※7月16日㈯の③は特別投影のため休止。
人①小学3年生以下のお子さんと保護者86人
②③各86人（先着）
※小学生未満は保護者同伴。
￥各200円、4歳～中学生50円
観覧方法／当日、会場へ

催　し ★

★

　　◎特別投影　｢林完次の星空散歩｣

天体写真家の林完次さんによる星空の生解説です。
日7月16日㈯午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（抽選）
￥300円、小・中学生100円
申7月1日㈮（必着）までに、往復はがき（4人まで）に「星空散歩」
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、7月5日㈫午前10時から電話受付（先着）。

　　◎7月の天体観望会「さそり座」

日7月8日㈮午後7時～8時30分
講師／松谷研、宮坂憲央
人80人（抽選）　※中学生未満は保護者同伴。
申6月28日㈫（必着）までに、往復はがき（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－へ
※定員に満たない場合は、6月30日㈭午前10時から電話受付（先着）。

特別天文講演会「はやぶさの挑戦」
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開催します。
日7月23日㈯午後6時30分～7時30分
場同センター音楽ホール
人小学生以上の方250人（抽選）��※小学生は保護者同伴。
申7月8日㈮（必着）までに、往復はがき（4人まで）に「はや
ぶさの挑戦」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、7月12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。

親子シート
もあるよ

水際のまちしながわの魅力再発見
区民の皆さんにもっと品川区を知ってもらうために、施
設見学会を行っています。今回は、屋形船に乗って海か
らの品川としながわ水族館を見学します。
日8月3日㈬午前9時30分～午後3時
（品川区役所集合、往復バス）
人区内在住で、小学生以上の方80人（抽選）
※1グループ5人まで。小学生のみの参加は不可。
※就学前のお子さんの参加はご遠慮ください。

￥50円（保険料、希望者のみ）
申7月1日㈮までに、往復はがきに「施設見学」とし、
代表者の氏名、参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番
号、保険希望の有無を広報広聴課（〠140－8715品川
区役所☎3771－2000）へ
※荒天時に船が欠航した場合
は、水の科学館（江東区）を見学。
※昼食持参。

施設見学会

星空と音楽の夕べ
クラシック音楽の生演奏をバックに宇宙へ旅してみませ
んか。
日7月9日㈯午後6時30分～8時
人86人（抽選）　
※中学生未満は保護者同伴。
￥500円、4歳～中学生100円
申6月28日㈫（必着）までに、往復はがき（4人まで）
に ｢星空と音楽の夕べ｣ 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、6月30日㈭午前10時から電
話受付（先着）。



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。

● ふれあいサポート活動
● スチューデント・シティ、
　 ファイナンス・パークリニューアル
● しながわ水族館特集

次号予告　7月1日号
平成23年（2011）
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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

古紙配合率70％再生紙を使用しています

取扱所 所在地

北
品
川

コイケ 1− 1 −17
岩崎商店 1−30− 4
星野屋本店 1−30−21
かもめ第一工房 3− 7 −21
佐藤徳商店 5−12− 9
あみや酒店 5−14−12

東
品
川

八百よし青果 1−28− 8
北野屋商店 1−29− 8
ジャスコ品川シーサイド店 4−12− 5

東
五
反
田

千代田産業 1− 2 −45
東急ストア五反田店 2− 1 − 2
柴崎 3−17−20
近藤正吉商店 4− 9 − 8

南
品
川

山崎商店 1− 7 −23
平野屋堀江商店 2− 7 −12
稲垣商店 2− 9 −11
富田屋工業所 2−10− 5
田中石油 3−6−6−101
ライスセンターいしかわ 4− 5 −26
おいしい地酒の店ワダヤ 5−14−14

東
大
井

飯田屋酒店 1− 2 − 7
伊藤酒店 2−15− 7
まるしん百貨店 2−27− 8
桝広商店 3−16−21
ファッションスポットカミヤ 3−28− 8
武蔵屋酒店 5− 4 −16
富井商店 5−23−16−113

二
葉

スーパー丸正食品大井町店 1−11− 5
武蔵屋飯塚商店 2−14− 8
オオノヤ酒店 3−25− 4
伊勢彦酒店 3−27− 1
スーパー丸正食品二葉町店 4− 9 −10

大
崎

全日食アサヒヤ 2− 6 −16
渋谷商店 3− 5 − 7

取扱所 所在地

大
井

イトーヨーカドー大井町店 1− 3 − 6
大黒屋中沢酒店 1−41− 9
モンマート天明 2−27−25
大菱屋塩島商店 5− 1 −21
小池米店 7− 1 −12

西
大
井

ヤマモトテレビ 4−18−14
ステーショナリーマツイ 5− 8 −13

西
五
反
田

亀屋酒店 1−11− 5
ヒラサワ 2−25− 9
コミュニティストア
五反田リカーランド 2−29− 5

コミュニティストア
かむろ坂下すずき 3−13−11

スーパーオオゼキ
目黒不動前店 4− 8 − 8

中村屋金物店 4−32−15
マルエツプチ 5− 9 − 2
斉田商店 5−32−18

平
塚

川崎薬局 1− 9 − 1
スーパーオオゼキ戸越銀座店 2−18− 9
クリーニング・ヤマムラ 2−18−10

西
品
川

ショッピングプラザタナカ 2− 7 −11
井本商店 2−13− 4
尾針商店 3−20− 3

中
延

荏原医師協同組合 1− 7 −12
大丸洋品店 1−10− 9
白鳥堂事務器文具店 2− 6 −22
遠州屋 2− 6 −24
東急ストア荏原中延店 2− 8 − 1
山本金物店 2−13−10
愛知屋酒店 4−20−13
酒のこむろ 5− 9 −13

上
大
崎

ワインショップ西川 2−15−16
東急ストア目黒店 2−24−13
東急ストアプレッセ目黒店 3− 1 − 1

取扱所 所在地

戸
越

豊文堂 1−15−14
キタハマ薬品 1−17− 9
エム・エイ・シー 1−17−13
ドラッグキタハマ戸越店 1−19−18
松銀酒店 3− 8 −16
近江屋早部酒店 4− 5 −12
スーパーオオゼキ戸越公園店 4− 9 −18
近江屋酒店・戸越公園駅前 5−19−13
イトーヨーカドー戸越店 6− 8 − 2

八
潮

品川総合福祉センター 5− 1 − 1
ダイエーグルメシティ品川八潮店 5− 5 − 3

荏
原

酒と食品の店三木 1− 2 − 2
アサヒ屋商店 1−14− 5
佐藤雑貨店 2− 4 −16
三喜屋酒店 2−17−13
岡田屋保谷商店 4− 1 −11

豊
町

リカーコミュニケーション
吾妻屋 5− 1 −14

金子商店 5− 5 − 5
菊池石油 6− 6 − 2
白峯堂文具店 6−18− 8
越後屋酒店 6−31− 7

南
大
井

アステム 3−16− 5
千種屋酒店 4− 3 −16
お茶の萬寿園 5−12− 9
共益商会大森営業所 6− 8 −11
西友大森店 6−27−25

東
中
延

コミュニティストア
ひろせや 1− 3 −11

箸重 1− 8 − 7
清水屋金物店 2− 1 −19
荏原酒販協同組合 2− 5 − 7
中延商店街振興組合 2− 7 −19

旗
の
台

ほしも 2−13−16
スーパーオオゼキ旗の台店 4− 3 − 3

取扱所 所在地

小
山

東急ストア武蔵小山店 3−22− 3
武蔵小山商店街振興組合 3−23− 5
切替米店 4− 5 −20
山本商店 4− 8 −21
石井（JOMO） 4−14−14
下宮商店 6−10− 7

勝
島ホーマック大井競馬場前店 1− 6 −16
西
中
延

美保産業 1− 3 −23

取扱所 所在地

大
田
区

東急ストア大森店 大 森 北1− 6 −16
セブン-イレブン
大田区上池台店 上 池 台1−44− 1

キク薬局 山　　王1−44− 2
盈進商亊タクシー
キヨスク 東 糀 谷3−16−10

タジマヤ大田支店 千　　鳥2−39−18
渋
谷
区

かどや不動産 恵比寿西1− 1 − 1

目
黒
区

セブン-イレブン
武蔵小山西口店 目黒本町3− 5 − 6

津端酒店 原　　町1−22− 6
東急ストア洗足店 洗　　足2−21− 1
武藤商店 下 目 黒3− 9 −12

有料ごみ処理券（シール）取扱所

事業系有料ごみ処理券

70ℓ券（1セット  5枚　2,135円）
45ℓ券（1セット10枚　2,740円）
20ℓ券（1セット10枚　1,220円）
10ℓ券（1セット10枚　   610円）

事業者が責任を持って
自己処理することが
原則です。できない
場合は有料ごみ処理
券を貼って出してくだ
さい。

事業系のごみ・資源
品川区粗大ごみ受付セン
ター☎5715－1122に申し
込み、案内された収集日・
持込日までに有料粗大ごみ
処理券を購入し、粗大ごみ
に貼ってください。

粗大ごみ

事業系ごみ・資源、家庭から出る
粗大ごみの収集・持ち込みは 
すべて有料です
 品川区有料ごみ処理券（シール）取扱所をお知らせします
「事業系有料ごみ処理券」「有料粗大ごみ処理券」は、「品川区ごみ処理券取扱所」
の掲示のある商店・スーパー・コンビニでお求めください。

コンビニエンスストア（区内全店舗）
サークルK、サンクス
スリーエフ、セブン-イレブン
デイリーヤマザキ、ファミリーマート
ポプラ、ミニストップ、ローソン

●区外でも有料ごみ処理券が購入できます

有料粗大ごみ処理券

Ａ券（1枚　200円）
Ｂ券（1枚　300円）

問品川区清掃事務所☎3490−7051

お店や会社など事業活動に伴って出され
る資源を安価に回収します。
回収品目／�新聞、雑誌、ダンボール、紙、シュ

レッダーくず、飲食用びん・缶
問�品川区リサイクル事業共同組合カムズ
　☎3494－8685�Fax3779－3238

事業系リサイクルシステム

取扱所には
このステッカーが
貼ってあります！

日7月10日㈰～9月11日㈰
※8月1日㈪と9月の団体使用の日は除く。
時間／午前の部＝午前9時30分～午後0時30分
午後の部＝午後1時15分～4時15分
※今年は節電のため夜間の部は実施しません。
※時間ごとの入れ替え制。
￥400円、中学生200円、小学生100円、ロッカー代10円
※おむつの取れていないお子さんは入れません。
※水着を着用していない方は入場できません。

対象 内容

子ども水泳教室
10:00 ～12:00

3歳～小学生 顔つけ、潜り、浮き身などで水に慣れ親しむ
小・中学生
（身長110cm以上） 各種泳法をレベルに応じてアドバイス

親子水泳教室
13:30 ～15:30

3歳～小学生と
保護者

顔つけから簡単な水中エクササイズ（ウオーキング）
など、各種泳法をレベルに応じてアドバイス

しながわ区民公園

●7月10日㈰ワンポイント指導教室

屋外プール

7月1日に
子育て支援特集号も

発行します

場問しながわ区民公園（勝島3－2☎3768－6274）　※電話は7月1日㈮から。
幼児プール

人各20人（先着）
申7月1日㈮～9日㈯の午前9時30分～午後4時30分に、電話で同プールへ


