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表現の場はわがまちにあり！
　この秋、品川区では「品川区民芸術祭2011」を開催します。区内7カ所の会場を
舞台に、区民が参加し、鑑賞できるコンサートや展覧会を展開。
　この機会に、区内にある音楽ホールや美術館へ、ぜひお出かけください。

区にゆかりのあるアーティストも参加

身近で気軽に
芸術を親しんでみませんか

　品川区民芸術祭は、文化芸術・スポーツのまちづくりを
推進する「品川区文化芸術・スポーツ振興ビジョン」に基
づいて企画され、昨年第１回を開催しました。今年も9月17
日〜12月6日を芸術祭期間として位置づけ、区内で区民参加
型の様々な芸術イベントを行っていきます。メイン会場は大
井町にある「きゅりあん」になりますが、区内の文化センタ
ー、民間のホールなどとも連携しながら、多くの方に文化芸
術と触れあう機会を提供したいと、「舞台」づくりに趣向を
凝らしています。
　音楽関連では、品川区にゆかりのある一流アーティストた
ちによるコンサートを企画。手頃な価格で素晴らしい音楽を
楽しむことができます。
　また区民が出演するステージでは伝統芸能や邦楽、クラ
シック、ダンス、軽音楽など幅広いジャンルがそろいました。

場所 開催日 公演名 発売日 チケット代

きゅりあん

9月17日㈯ 第２回アーリーオータムジャズin品川 7月2日 4,000円
全
席
指
定
席

10月15日㈯ 谷村新司トーク＆ライブ支援キャラバ
ン　ココロの学校〜今 伝えたい〜 7月16日 4,000円

11月6日㈰ ラ・フランス　コンサート
マエストロ飯森＆山形交響楽団 8月6日 4,000円

五反田
文化センター

10月9日㈰ ★赤坂達三＆斎藤雅広
スーパーデュオ・スペシャル 8月22日 2,000円

全
席
自
由
席

11月19日㈯ 新人演奏会　ワンコインコンサート 8月22日 500円
荏原文化センター 10月1日㈯ ★スニーカーで名画座へVol.2 8月22日 2,000円

六行会ホール 10月23日㈰ 能・狂言入門公演〜鑑賞と体験〜 8月22日 1,000円
小中高生 500円

ゲートシティ大崎 9月23日㈷ ★爆唱バトルコンサート 8月22日 2,000円

21日号では毎回テーマを設け、
品川区内の「動き」をお伝えし
ています。

   、品川区では。まい文化・芸術活動の拠点施設特集：

●チケット購入方法
発売日の午前9時から＝きゅりあん・メイプルセンター、午前10時から＝Ｏ美術館にて発売
電話予約は午前10時から＝きゅりあんチケットセンター☎5479－4140まで（座席の指定はできません）
※ 発売初日は、1人4枚までです。　※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。
※ ★のついた三つの公演は「プルミエコンサートシリーズ」としてセット券5,000円があります。
※ ★と「新人演奏会ワンコインコンサート」「能・狂言入門公演〜鑑賞と体験〜」はきゅりあん窓口でのみ販売

します。

品川区民芸術祭2011

7月31日の区役所の
日曜開庁は休業します
問戸籍住民課☎5742ー6657
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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

「広報しながわ」の21日
号では、店舗・会社などの
広告を掲載しています。

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

8月～11月の有料広告
の申し込みは、6月25
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。 

きゅりあん
大ホール（1,074席）・小ホール（282席）

荏原文化センター
大ホール（437席）

五反田文化センター
音楽ホール（248席）

品川の芸術文化活動の拠点となる人気ホール

地域に根づき
愛されるホール

音響に優れたホールで
クラシック音楽を

　大井町駅から直通という利便性の高さと
手頃な利用料金から、休日、平日を問わず
催し物が行われています。大ホールは音響
に優れ、プロの音楽家からも高い評価を得
ています。また客席が1・２階に分かれてい
ないため会場の一体感を感じられます。
　一方小ホールは、残響が少ないので大音
量のコンサートでも聞きやすく、また、三味
線やお琴などの演奏会にも適しています。

【大ホール】
９月17日㈯ 第２回アーリーオータムジャズin品川 4,000円
９月25日㈰ ダンスフェスティバル 入場無料
10月２日㈰ 芸能　花舞台 入場無料

10月15日㈯ 谷村新司トーク＆ライブ支援キャラバン
ココロの学校〜今 伝えたい〜 4,000円

10月16日㈰ 心あったかコンサート 入場無料

11月６日㈰
ラ・フランス　コンサート
マエストロ飯森＆山形交響楽団
※前日の公開リハーサルもご覧になれます

4,000円

11月27日㈰ 子どもフェスティバル 入場無料

【小ホール】
10月30日㈰ 邦楽の調べ 入場無料

所在地／東大井5－18－1
電話／5479－4100
交通／「大井町駅」から徒歩1分

所在地／中延1－9－15
電話／3785－1241
交通／�「荏原中延駅」から徒歩5分

所在地／西五反田6－5－1
電話／3492－2451
交通／�「五反田駅」から徒

歩15分、「不動前駅」
から徒歩7分

品川区民芸術祭スケジュール

品川区民芸術祭スケジュール

　クラシック音楽の演奏会ができ
る本格的な音楽ホールとして設計
され、音響設備の良さは群を抜い
ています。貸し出し楽器を充実さ
せ、2台のグランドピアノ「スタ
インウェイ」の他、ティンパニー
やバスドラムもそろえました。
　また、防音設備の整った
5室のスタジオは「本番前に
練習ができる」と、利用者
の方から好評です。吹奏楽
やコーラスなどの練習の場
としても、ご利用いただい
ています。

９月25日㈰ オープニングセレモニー
（ティーンズコンサート） 入場無料

10月９日㈰
赤坂達三＆斎藤雅広スー
パーデュオ・スペシャル
〜不滅のスタンダードを
華麗にお洒落に！〜

2,000円

11月19日㈯ 新人演奏会
ワンコインコンサート 500円

品川区民芸術祭スケジュール

10月1日㈯ スニーカーで
名画座へVol.2 2,000円

　荏原中延駅か
ら徒歩5分と交通
の便が良く、ジャ
ズ界の大御所が出演する「なかのぶジャズフェ
スティバル」はここがメイン会場となります。
　ホールには16mmの映写機もあり、映画イ
ベントや講演会などの会場として利用しやす
い施設です。平日は余裕がありますので、ぜ
ひ様々な機会にご利用ください。

区を代表するホールです
きゅりあん

芝野さん、白井副館長、谷口さん

本格的な音楽ホールです
五反田文化センター
鈴木恵子さん

気軽にお使いいただけるホールです
荏原文化センター館長
栗原弘樹さん
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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）
8月13日㈯・27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・八潮地域センター、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。「くるくる」は、毎月1
日発行で地域センタ－・図書館などの区
施設に置いてあります。9月号掲載希望
の方は、8月24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－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。
●婦人・紳士「帽子・日傘・サングラス」
タオルケット、肌掛け　出品募集＜旗の台店＞
日7月22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。

区では、歩く途中でちょっと一
休みできる ｢しながわお休み石｣
を設置しています。お休み石に
は、設置協力者の名前や記念の
メッセージを刻んだ記念プレー
トを取り付け、皆さんの善意を
目に見える形で残すことができ
ます。

協力金／1基50,000円
設置場所／バス停や坂道など
※設置場所は指定できません。
申8月17日㈬までに、はがきに
｢お休み石｣ とし、住所、氏名か
団体名、電話番号、申込理由を
都市計画課マスタープラン担当

（ 〠140－8715品 川 区 役 所 ☎
5742－6532）へ

しながわお休み石
設置協力者募集

O美術館

六行会ホール
（248席）

一般の方が企画展示できる美術館

心地よいホールで本格的な芸術表現を

所在地／大崎1－6－2
　　　　大崎ニューシティ2号館2階
電話／3495－4040
開館時間／10:00 〜18:30
休館日／�木曜日、年末年始、保守点検日
交通／�「大崎駅」北改札口から徒歩2分

所在地／北品川2－32－3
電話／3471－3200
交通／�「新馬場駅」から徒歩5分

品川区民芸術祭スケジュール

11月12日㈯
〜12月６日㈫

鳥 山 玲 自 選 展
－う・つ・し・み－ 入場無料

品川区民芸術祭スケジュール

９月24日㈯ ライブサーカス 入場無料

10月23日㈰ 能・狂言入門公演
〜鑑賞と体験〜

1,000円
小中高生 500円

　大崎の再開発ビルの一つ、大崎ニューシティの
一画に設けられた美術館です。約365㎡のスペー
スを可動式パネルで区切りながら展示できるので
使い勝手がよく、芸術団体の企画展の会場として
多く利用されています。
　芸術祭では品川区在住の日本画家、鳥山玲さん
の絵画展を開催します。O美術館としては約4年ぶ
りの企画展となります。どうぞご期待ください。

　品川図書館と同じビルの地下にある
民間団体（六行会）が運営するホー
ルです。中規模で、どの席からもステー
ジが見やすいのが特徴です。演劇公
演を中心に、音楽やダンスのコンテス
ト、寄席、さらにはプロによるオペラ
公演も定期的に上演されています。ま
ずは芸術祭のライブサーカスでホール
の心地よさを味わってみてください。
　一般の方への貸し出しも行ってい
ます。詳しくは直接お問い合わせくだ
さい。

駅前にある身近なギャラリー
品川区民ギャラリー

　スペースは200㎡と中規模サ
イズで、写真や絵画などのグ
ループ展や個展会場として利用
されています。夜の8時まで開
いていますので、仕事帰りにも
気軽にお立ち寄りください。

所在地／ 大井1－3－6 イトーヨー
カドー大井町店8階

電話／3774－5151
開館時間／10:00 〜20:00
休館日／ 火曜日、年末年始、保

守点検日
交通／ 「大井町駅」から徒歩2分

区民芸術祭で交流し品川を「音楽のまち」に
日立ソリューションズ吹奏楽団　法師人敏治さん

　54名が所属する当社の吹奏楽団では、定期
演奏会に加えて、地域の人々と音楽を通じた
交流を行っています。6月にはオーバルガーデ
ンで、東海中学校の吹奏楽部と合同演奏会を
行いました。年齢も経験も違う中学生たちとの
音楽を介しての交流は、私たちにとって刺激的、
かつ楽しい機会でこれまでにも何回か共演して
います。
　昨年の区民芸術祭では、オープニングセレ
モニーで吹奏楽団として演奏し、「心あったか
コンサート」にも金管楽器の5人編成で出演し
ました。今年は「心あったかコンサート」の運
営委員長を務めていますが、区内の様々な音
楽団体の方々と交流を持つことができ、地域での活動の場を広げる
機会につながればと思っています。
　音楽はもっと楽器を持ってまちへ出て、オープンな空間で多くの方
たちと共有できるようになったら素晴らしいですね。芸術祭の企画と
して、今後提案していければと思っています。そして区民の皆さんに、
音楽をより身近なものとして感じていただければこんなにうれしいこ
とはありません。

東海中学校との合同演奏会

品川図書館の手前が入口です
六行会事務局総務部長
中村健一郎さん

便利な立地の美術館です
O美術館副館長
坂本道夫さん
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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）
7/21情報館 情報館は4〜7ページです

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。

シルバーパスのお知らせ

楽しく始めよう！いきいき介護予防

国民健康保険高齢受給者証を郵送します
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

日8月13日㈯午後1時45分〜3時30分
内介護予防の話、予防事業（水中トレーニング・マシンでトレー
ニングとミニデイサービス）の説明と見学
人区内在住で、65歳以上の心身に不安のある方50人（先着）
場申8月10日㈬までに、電話でさくら会（南大井5－19－1☎
5753－3900 ）へ

国民健康保険に加入している70 〜74歳
の方（後期高齢者医療制度の被保険者を
除く）に、23年度の住民税課税所得を
もとに自己負担割合を判定し、負担割合
を記載した高齢受給者証を送付します。
なお、一部負担金の割合が2割と表示さ
れている方は、経過措置として24年3月
31日まで1割負担で受診ができます。

●3割負担と表示された方の
　負担割合の再判定
住民税課税所得をもとに3割負担と表示
された方でも、世帯の22年中の収入合
計が次のいずれかにあてはまる方は、申
請すると2割負担（24年3月31日まで1

割負担）に軽減されます。
①国民健康保険に加入している70歳以
上の方が1人で、収入合計額が383万円
未満
②国民健康保険に加入している70歳以
上の方が2人以上（後期高齢者医療制度
加入者を含む）で、収入合計額が520万
円未満
必要書類／確定申告書の写しか公的年金
や給与などの源泉徴収票など
※国民健康保険に加入している70歳以
上の方、後期高齢者医療制度に加入して
いる方全員分が必要。
申直接、国保医療年金課資格係（本庁舎
4階☎5742－6676）へ

日9月5日〜11月28日の月曜日　午後5時30分〜7時（全8回）
場総合体育館
人小・中学生20人（抽選）
￥6,720円（保険料込）
申8月16日㈫までに、往復はがきかFAXに「ジュニアソフトテニス
教室」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別､ 電話番号、学校名、
学年をスポーツ協会へ

日8月15日㈪・16日㈫　午前10時〜午後3時30分
持ち物／弁当、飲み物、筆記用具、作品を入れる袋
人小学4〜6年生各30人（抽選）
￥500円（保険料込）
場申7月29日㈮（必着）までに、往復はがきに ｢天文工作教室｣ とし、希望日、住所、
氏名（ふりがな）、学年、電話番号を五反田文化センター（〠141－0031西五反田6－5
－1☎3492－2451）へ
※定員に満たない場合は、8月2日㈫午前10時から電話受付（先着）。

ジュニアソフトテニス教室

天文工作教室「自分だけのプラネタリウムを作ってみよう! !」

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

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

　8月に参加できる主な事業  　　　　 ※保＝保育園　幼＝幼稚園

●身体測定
　　    水＝西品川保
　 2日㈫＝ 東品川保、西五反田保、

源氏前保（0歳児）
　 4日㈭＝ 西五反田第二保（乳児）
　 5日㈮＝ 西五反田第二保（幼児）
　 9日㈫＝荏原西保（乳児）
　10日㈬＝ 東大井保、荏原西保（幼

児）　
　18日㈭＝西中延保
　24日㈬＝八潮西保
●園庭開放
　月〜金＝ 西品川保、東五反田保、

大崎保（午後1時〜3時）
　火＝西中延保
●運動プログラム
　17日㈬＝旗の台保

●体の話
　23日㈫＝中原保（幼児）
●お話会
　25日㈭＝中原保（幼児）
●絵本の広場
　18日㈭＝西中延保
●リズム遊び
　木＝南大井保
●プール閉まい
　31日㈬＝南大井保
●保育体験
　 39園で実施（二葉つぼみ・北品

川第二保を除く）

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

講師／坂口美佳子（科学読み物研究会会員）  
申7月22日㈮午前9時から、電話で各図書館へ

小学生のみんな「科学あそび」だよ！

日程 時間 会場・申し込み 内容 定員
（先着）

8/9
㈫

10:00 〜12:00 品川図書館
（北品川2－32－3☎3471－4667）

煮干しの解剖と
チリメンモンス
ターをさがせ！
〜生物多様性っ
てなに？

各30人
14:00 〜16:00 八潮区民集会所（八潮5－10－27）

申八潮図書館☎3799－1414

8/12
㈮

10:00 〜12:00 五反田文化センター（西五反田6－5－1）
申五反田図書館☎3492－2131

14:00 〜16:00 大崎図書館
（大崎2－4－8☎3495－0660）

8/18
㈭

10:00 〜12:00 滝王子児童センター（大井5－19－14）
申大井図書館☎3777－7151 25人

14:00 〜16:00 南大井児童センター（南大井3－7－13）
申南大井図書館☎3761－6780

宇宙ってどんな
とこ？
〜月齢早見盤を
つくろう

15人

8/23
㈫ 14:00 〜16:00 ゆたか図書館

（豊町1－17－7☎3785－6677） 煮干しの解剖と
チリメンモンス
ターをさがせ！
〜生物多様性っ
てなに？

20人

8/25
㈭ 14:00 〜16:00 荏原文化センター（中延1－9－15）

申荏原図書館☎3784－2557 30人

8/30
㈫ 14:00 〜16:00 源氏前図書館

（中延4－14－17☎3781－6273） 15人

●皆さん一緒に打ち水しませんか
　期間　7月23日㈯大暑～8月23日㈫処暑　
江戸の昔からの暮らしの知恵である「打ち水」を各家庭
で毎日行い、涼しい風を吹かせましょう。打ち水には、
風呂の残り湯や雨水などの再利用水を使いましょう。

●一斉打ち水イベント
みんなで一斉に「打ち水」をして品川区内の気温を2℃
下げましょう。
日7月23日㈯午後 ※詳しくは区ホームページか、地域
センターなどで配布するちらしをご覧ください。

●打ち水百景　写真コンクール
打ち水の風景をお寄せください。最優秀1作品には品川
区内共通商品券10,000円分、優秀5作品には5,000円分、
佳作20作品に3,000円分を進呈します。
申8月31日㈬（必着）までに、住所、氏名、年齢、電話
番号、Ｅメールアドレス、撮影した場所・日時を環境課
環境推進係（〠140－8715品川区役所第二庁舎4階☎
5742－6755）へ郵送か持参
○区ホームページから電子申請もできます。

真夏の気温を2℃下げよ
う！

打ち水大作戦
しながわ
2011
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品川区行政評価委員会開催
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｣ を開催し
ます。
日7月31日㈰、8月6日㈯
午前8時45分〜午後0時30分
場251会議室（第二庁舎5階）
傍聴方法／当日、直接会場へ
問企画財政課企画担当☎5742－6607
※詳しくは区ホームページをご覧ください。

大井1丁目共同ビル全館休館
電気設備点検のためお休みします。
日7月30日㈯
問ボランティアセンター☎5718－7172
さわやかサービス☎5718－7173
大井ファミリー・サポート・センター
☎5718－7185

おもちゃの病院☎5718－7181
消費者センター土曜日電話相談
☎5718－7182

飼い猫の不妊・去勢手術費の一
部を助成します
対象／品川区に住民登録をしている方が
飼っている生後6カ月以上の猫
※1世帯1頭。
助成（抽選）／
去勢（オス）＝3,000円、40頭
不妊（メス）＝6,000円、55頭
※獣医師会でも同額を助成。
申8月1日㈪〜31日㈬に、生活衛生課で
配布する申請用紙を同課庶務係（〠140
－8715品川区役所本庁舎7階☎5742－
9132）へ郵送か持参
○区ホームページから電子申請もできます。
助成方法／10月1日㈯〜31日㈪に、区指
定の動物病院で手術を受けたときに、手
術料金から助成金額を差し引き

文化センターホール（8月分）
区外団体受付日変更のお知らせ   
8月1日㈪の臨時休館にともない、24年8
月分の「五反田文化センター音楽ホール」
と「荏原文化センター大ホール」の区外
団体受付開始日が、8月2日㈫に変更にな
ります。
問五反田文化センター☎3492－2451
荏原文化センター☎3785－1241

多子家庭に学校給食費を補助します
受付期間／8月5日㈮まで
人区内在住で、次の全てにあてはまる方
①小・中学校に在学するお子さんが3人
以上いる　
②3人目以降のお子さんが品川区立の小・
中学校に在学中　
③生活保護世帯・就学援助受給世帯でない
④23年度区民税所得割課税額（住宅借
入金等特別税額控除、寄附金税額控除
の適用前の額）の合計が263,500円以下
の世帯　

※対象の世帯にはお知らせと申請用紙を
送付しています。
問学務課保健給食係☎5742－6829

戦没者などのご遺族の方へ　第9回
特別弔慰金の申請を受け付けます
人平成17年4月1日〜21年3月31日に、公
務扶助料などを受けていた方が死亡され
たことにより、21年4月1日において受給
権者がいない遺族の方
申請期間／24年4月2日㈪まで
※詳しくはお問い合わせください。
問高齢者福祉課庶務係☎5742－6728

区営自転車等駐車場の指定管理
者を募集します
募集要項の配布期間／7月28日㈭まで
※応募方法など詳しくはお問い合わせく
ださい。
配布場所・問土木管理課自転車対策係

（第二庁舎5階☎5742－6786）

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

主にイヤイヤ期の子育ての悩みや不安を
テーマにグループワークを行います。
日8月9日㈫・23日㈫
午前10時30分〜正午（全2回）
講師／渡邊暢子

（子育て支援研究センター元代表）　
人おおむね1歳6カ月〜3歳のお子さんの
保護者10人（先着）
託児／10人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

皆さんで悩みを話し合う教室です。
日8月1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／2日㈫
大井保健センター／3日㈬
荏原保健センター／12日㈮
●うつ病あんしん相談
品川保健センター／26日㈮
大井保健センター／3日㈬
荏原保健センター／3日㈬
●高齢期のこころの相談
品川保健センター／23日㈫
大井保健センター／17日㈬
荏原保健センター／8日㈪、24日㈬
●児童思春期のこころの相談
品川保健センター／3日㈬
荏原保健センター／25日㈭
大井保健センター／25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）

7月24日㈰
31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）

7月24日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1－17 ☎3763－6706

 仙田歯科医院 東大井 5 －14－20 ☎3472－2978

 歯科依田医院 戸　越 6 － 7 －26 ☎3782－0382

 行方接骨院 八　潮 5 － 2 － 2 ☎3799－5809

 荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

7月31日㈰

 藤川医院 大　井 7 －29－ 2 ☎3771－1764

 アリスバンビ－ニ小児歯科 南大井 3 －23－16 ☎3768－8388

 広田歯科 戸　越 5 －11－ 6 ☎3784－4111

 目黒整骨院 上大崎 2 －15－ 5 ☎3444－7796

 せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161
  土曜日夜間／午後5時〜午後10時（受付は午後9時30分まで）

7月23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

7月30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

薬
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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　

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。

子育て安心グループ応急診療所 行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

8月のこころの健康専門医相談

思春期家族教室

日日・月・水・土・祝日
診療機関／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
日日・火・金・土・祝日
診療機関／昭和大学病院附属東病院（西中延2－14－19）☎3784－8383
日木
診療機関／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

眼科応急診療

乳がん検診（予約制・受診券有り）
…34歳以上（偶数年齢時） 各医師会、契約医療機関、検診車

乳がん検診（視触診）…71歳以上　9月末まで受診可

契約医療機関

子宮がん検診（受診券有り）…20歳以上（偶数年齢時）
大腸がん検診…40歳以上
喉頭がん検診…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上
成人歯科健診…40・45・50・55・60・65・70歳
胃がん検診（予約制）…35歳以上

各医師会
肺がん検診（予約制）…40歳以上
結核検診（予約制）…65歳以上 各保健センター、契約医療機関

肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方 品川・荏原保健センター
契約医療機関

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
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「にじのひろば八潮」を開設しま
した
障害のある児童が、放課後などの時間を
楽しく過ごす場所です。
日月〜土曜日　午前8時〜午後7時
人区内在住で、特別支援学校などに通学
する愛の手帳か身体障害者手帳をお持ち
の小学生〜高校生
定員／1日につき25人（先着）
￥登録料5,000円　※別途利用負担金あり。
運営／どりいみんぐ
場申利用日1週間前までの午後1時〜6時
に電話で、にじのひろば八潮（八潮5－3
－8☎5755－9795）へ
問障害者福祉課知的障害者福祉担当
☎5742－6711

年金受給者の「住所変更届」提
出が原則不要になりました
日本年金機構で住民票コードが収録され
ている方は、7月1日以降の住所変更の届
け出が不要となりました。
人「住所変更届」の提出が必要な方
①日本年金機構で住民票コードが未収録
となっている
②日本年金機構からの通知の宛先住所と
住民票の住所地が一致していない
③外国籍（外国人登録）
④外国に住んでいる
⑤住基ネットに参加していない市町村

（国立市、矢祭町）から住所変更した
※住民票コードの収録状況については、
6月に送付された年金振込通知書などを
ご確認ください。
※日本年金機構からの通知の宛先を、住
民票とは別の住所地に変更したい方は、
申出書の提出が必要です。
※共済年金を受けている方は、各共済組
合への届け出が必要です。
※詳しくは、お問い合わせください。
問品川年金事務所☎3494－7831

自衛官募集
募集期間／8月1日㈪〜9月30日㈮
募集種目／防衛大、防医大、看護学生、
航空学生、一般曹候補生、自衛官候補生
採用説明会／7月27日㈬午後1時30分〜
4時30分　グランドヒル市ヶ谷（新宿区
市谷本村町4－1）
問自衛隊五反田募集案内所☎3445－7747
防災課☎5742－6696

保育ママ利用者募集のお知らせ
区が認定した事業者が、ビルなどの1室
を利用し、3人の保育ママが家庭的な保
育を行います。新規に2カ所募集します。
利用開始日／9月1日㈭
基本利用時間／
午前8時〜午後6時で8時間以内
所在地・認定事業者／
①西五反田2－18－3（幼児活動研究会）
②東大井6－11－9（フローレンス）
人0 〜2歳児 9人（選考）
申込要件／週3日以上で1日4時間以上就
労している方
基本保育料／月20,000円
申込書などの配布場所／保育課、区立
認可保育園
申8月10日㈬までに、申込書を同課入園
相談係（第二庁舎7階☎5742－6725）
か区立保育園へ持参

児童扶養手当・特別児童扶養手
当の現況届提出のお知らせ
●児童扶養手当の資格をお持ちの方
児童扶養手当現況届を7月下旬に郵送し
ます。現況届は、8月からの資格更新の
確認を行うため提出が必要になります。
※ひとり親家庭等医療費助成を受けてい
る方の現況届も兼ねています。
提出期間／8月1日㈪〜31日㈬
●特別児童扶養手当の認定の資格をお持
ちの方
所得状況届（現況届）を提出する必要が
あります。資格がある方には、8月上旬
に現況届を送付します。
提出期間／8月11日㈭〜9月9日㈮
問子育て支援課手当・医療助成係
☎5742－6721

なぎなた体験教室
日8月27日㈯午前10時〜午後3時
場総合体育館
人高校生以上の方15人、小・中学生15人

（抽選）　
※男子も可。
￥700円、小・中学生300円（保険料込）
※なぎなたは無料で貸し出し。
申8月5日㈮までに、往復はがきかFAX
で教室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別､ 電話番号、学校名、学年をスポー
ツ協会へ

6人制クラス別バレーボール大会
日8月21日㈰午前9時から
場総合体育館、日野学園
種目／男子、女子
試合方法／クラス別トーナメント戦
※敗者戦あり。
￥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8月10日㈬までに、費用を持ってスポ
ーツ協会へ　
※主将会議は8月17日㈬午後7時から総
合体育館。

講座

ごみ・資源追っかけ隊員募集
牛乳パックのリサイクルの過程を追いか
け、楽しく取材します。
日8月26日㈮午前8時〜午後6時

（区役所集合・解散、往復バス）
場品川区資源化センター、丸富製紙沼津
工場（静岡県沼津市）など
人区内在住で、リサイクルに関心のある
親子40人（抽選）
申8月4日㈭（必着）までに、電話かはがき、
FAXに「追っかけ隊」とし、参加者全員
の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番
号を品川区清掃事務所（〠141－0032大
崎1－14－1☎3490－7098 Fax3490－
7041）へ　
※昼食は各自。

区民プロデュース型講演会
荏原櫻詠会 ｢能楽に親しむ会｣
講義の他、能面をつけて歩く・謡曲を謡
うなど体験してみませんか。
日8月5日㈮・19日㈮
午後2時〜4時（全2回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
講師／山中一馬（金春流能楽師）
人16歳以上の方70人（抽選）
申7月28日㈭までに、往復はがきで講演
会名、住所、氏名、年齢、電話番号を文
化スポーツ振興課文化振興係へ

環境学習講座「パンダと私たち
～動物園での野生化を学ぶ」
日8月25日㈭午後2時〜4時　
場品川シアター（第二庁舎2階）
講師／森由民（動物園ライター）
人40人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。

申8月4日㈭（必着）までに、往復はが
きかFAXで講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号か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。

区民大学「放送大学連携講座」
21世紀の中東、アジアと国際政治

場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人16歳以上の方90人（抽選）
託児／2歳〜就学前のお子さん2人以上で
実施
申8月5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、手話通訳の有無、
託児希望の方はお子さんの氏名（ふりが
な）・月年齢・性別を文化スポーツ振興
課生涯学習係へ

区民大学入門講座「Excelで作る年間カ
レンダー（Windows7・Office2010）」
日8月23日㈫・26日㈮・29日㈪、9月2日㈮
午前9時30分〜午後4時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人ローマ字入力ができる16歳以上の方
各20人（抽選）
￥各2,000円
申8月5日㈮（必着）までに、往復はがき
に「区民大学パソコン教室」とし、希望日、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号をコムワーク（〠141－0032大
崎2－4－6アイアカデミー内）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

健康大学しながわ第3回公開講座
「生活習慣によるがんの予防」
日8月27日㈯午後1時30分〜4時30分
場講堂（第三庁舎6階）
講師／澤田典絵

（国立がん研究センター研究員）
人100人（先着）
申8月23日㈫までに、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2225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）
7/21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

講座・講演

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。

￥参加費のほか年間登録費1,500円（保険料込）
申7月31日㈰までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名、年齢、電話番号、泳力（クロールで何m、
Ｘは背泳・平泳ぎも）をスポーツ協会へ
※参加者の健康診断書を確認します。 ※W1、W2、TYは水中での運動を含みます。※IQはウオーキング。

教室名 コース 対象 日程 曜日 時間 回数 参加費 定員 
（抽選） 会場

女性 ＥＭ 18〜65歳 9/2〜3/30 金 9:30〜11:00
各27回 各16,200円

各10人
荏原文化センター 
（中延1－9－15）

一般夜間

Ｐ１ 55〜70歳
9/4〜3/18 日

17:30〜18:30

日野学園温水プール 
（東五反田2－11－1）

Ｐ２
16〜65歳

18:30〜19:30 20人
Ｑ 9/1〜3/29 木 19:00〜20:30 29回 17,400円

各10人
Ｘ 18〜50歳 9/4〜3/18 日 19:30〜21:00 27回 17,550円

遊水歩行
Ｗ１

40〜75歳 9/26〜3/26 月 
（第3除く）

9:30〜11:00
各18回 各10,800円

20人
Ｗ２ 11:30〜13:00 15人

アクアマスターズ ＩＸ
16〜65歳

9/7〜3/28 水
19:30〜21:00 各27回

17,550円 10人 伊藤学園温水プール 
（大井5－1－37）アクアジョイ ＩＱ 9/2〜3/30 金 16,200円 20人

らくらく水泳 ＴＯ
18〜70歳 9/3〜3/17 第1・3・5

土
9:30〜11:00

各16回 各9,600円
10人 戸越台温水プール 

（戸越1－15－23）わくわくサタデー ＴＹ 11:30〜13:00 20人

夜間水泳教室 ＹＱ 16〜65歳 9/6〜11/29 火 19:30〜21:00 12回 7,800円 30人 八潮学園温水プール 
（八潮5－11－2）

　議員や区長などの公職に就いている人とこ
れから公職の候補者となろうとする人が、自
分の選挙区内にいる人に対して、お金や物な
どを贈ること（寄附）は公職選挙法で禁止さ
れています。
　また、誰もが公職の候補者等に対して、寄
附を求めたりすることも禁止されています。

公職の候補者等が禁止されている寄附の例
①お中元・お歳暮
②病気見舞い
③葬式の花輪や供花
④開店祝いや落成式の花輪
⑤入学祝い・卒業祝い
⑥ 地域の運動会やスポーツ大会、お祭りへの

寄附や飲食物の差し入れ
⑦ 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志

や飲食物の差し入れ
⑧ 秘書や家族などが代理で出席して出す結婚

祝いや葬式の香典

水 泳 教 室 有権者は求めない
政治家は贈らない

問選挙管理委員会事務局☎5742－6845

日程 内容・講師
9/10
㈯

アラブの春、あるテロリストの死
高橋和夫（放送大学教授）

9/17
㈯

200年をくぐりぬけた21世紀中国の
ゆくえ
西村成雄（放送大学教授）

9/24
㈯

複眼的韓国論
吉田光男（放送大学副学長）

※いずれも午後2時〜4時（全3回）。
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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

講座「お仕事を始めるその前に」②
自宅のキッチンが私の仕事場
日9月1日㈭午前10時〜正午
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／片山智香子

（パン教室ケセラセラ主宰）
人区内在住の女性30人（抽選）
託児／1歳〜就学前のお子さん10人

（抽選）
申8月15日㈪までに、往復はがきで講座
名、住所、氏名、年齢、電話番号、託児
希望の方はお子さんの氏名・年齢・性別
を男女共同参画センター（〠140－0011
東大井5－18－1☎5479－4104）へ

被災建築物応急危険度判定員
養成講習会
日①9月29日㈭　②10月21日㈮
午後1時40分〜5時
場大会議場（都庁第一本庁舎5階）
人都内在住か在勤で1級・2級木造建築
士の方各500人
申8月12日㈮（必着）までに、建築課で
配布する申込書を同課審査担当（本庁舎
6階☎5742－6774）へ持参

小山台高校公開講座
多文化都市東京で世界と出会おう
日8月24日㈬〜26日㈮・29日㈪・30日㈫
午後6時〜8時（全5回）
人区内在住か在勤で20歳以上の方20人

（抽選）
￥1,000円
場申8月5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、電話番号を同校（〠142－0062
小山3－3－32）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

視覚障害者向け朗読ボランティ
ア養成講習会
日9月2日〜11月11日の金曜日
午前10時〜正午（全10回）
※9月23日㈷を除く。
人区内在住か在勤で18歳以上の方20人

（抽選）
場申8月22日㈪（必着）までに、往復は
がきで講習会名、住所、氏名、年齢、電
話番号を心身障害者福祉会館（〠142－
0064旗の台5－2－2☎5750－4996）へ

品川区民作品展　出展作品募集

※華道・盆景などの作品は、期間中出品
者が管理してください。
日11月9日㈬〜13日㈰
場きゅりあん（大井町駅前）
人16歳以上の方（アマチュアに限る）
出品点数／全部門を通じて1人1点（1年
以内に制作した未発表のものに限る）
作品搬入／11月8日㈫　
表彰式／11月12日㈯
作品搬出／11月13日㈰・14日㈪

応募方法／9月30日㈮（必着）までに、
文化スポーツ振興課、地域センター、文
化センターなどで配布する申込用紙を同
課文化振興係へ郵送か持参
※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。

五反田文化センター
「第1回サマーコンサート」
子どもから大人まで皆が楽しめるコン
サートです。
日8月20日㈯午後3時〜4時30分
内クラシックを中心とした演奏会
出演／品川区民吹奏楽団、芸術祭新人
オーディション受賞者（プルミエ賞2人）
人250人（抽選）
※小学生以下は保護者同伴。
場申8月5日㈮までに、往復はがき（4人
まで）に「サマーコンサート」とし、住所、
参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢、
電話番号を同センター（〠141－0031西
五反田6－5－1☎3492－2451）へ
※定員に満たない場合は、8月8日㈪午前
10時から電話受付（先着）。

品川＆早川ふるさと交流
稲刈り体験と餅つき
秋の稲刈りを体験してみませんか｡
日9月10日㈯〜11日㈰

（午前7時30分区役所集合・午後5時30
分解散、1泊2日、往復バス）
宿泊／町営ヘルシー美里（温泉）
人区内在住か在勤の方41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7月29日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「稲刈り体験」とし、参加者全
員の住所・氏名・年齢（学年）・性別・

電話番号を地域活動課市町村交流担当
（ 〠140－8715品 川 区 役 所 ☎5742－
6856 Fax5742－6877）へ

品川＆早川ふるさと交流
夏休み川遊び体験
川遊びは南アルプス邑野鳥公園専門ガイ
ドが案内します。
日8月7日㈰〜11日㈭・16日㈫〜19日㈮泊
宿泊／町営ヘルシー美里（温泉）
人区内在住か在勤の方
￥4,300円、小学生3,670円

（1泊2食付宿泊費、プログラム参加費）
※在勤の方は2,000円加算。
申電話で、ヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

品川＆山北ふれあい交流
第29回丹沢湖花火大会
夕闇の丹沢湖で太鼓の演舞が行われ、約
2,500発の打ち上げ花火、水中花火が湖
面を彩ります｡ 品川区から「大井権現太
鼓保存会」が出演します。
日8月10日㈬午後4時〜9時
場山北町「丹沢湖花火大会」会場
交通／「谷峨駅」からバス（臨時バス運行）
問同実行委員会事務局☎0465－75－
3646、地域活動課市町村交流担当☎
5742－6856

25周年記念イベントトゥインクルバースデイ
日7月31日㈰午後0時30分から
場大井競馬場（勝島2－1－2）
内チャリティイベント（出演：伊藤淳史・
渡部豪太）、模擬店、記念グッズプレゼ
ント　他
問特別区競馬組合☎3763－2151

施設名・電話 11月の宿泊できない日
伊東温泉品川荘
☎0557－35－0321 なし

宮城野温泉箱根荘
☎0460－82－4037 8日

日光しながわ光林荘
☎0288－54－0988     

10日、14日、15日
17日、28日

●対象　区内在住か在勤の方が利用できます。
●申し込み（11月分）　8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（11月分）　8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 

保養所でのんびりと 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）

催　し ★

★

募集内容／次の4分野で、身近な社会課題を解決す
るための研究・開発テーマ（特に新規性・実現性あ
るもの）
①環　　境　 新エネルギー、省エネルギー、3Ｒ、公

害物質排出削減、産業廃棄物処理など
②健康福祉　 革新的な福祉用器具や医療機器など
③情報通信　 ユビキタスネット社会を支える情報通

信技術など
④生活安全　 防犯・防災など

特典／最優秀賞30万円、優秀賞10万円、
特別賞5万円
※賞金のほかに「ビジネス創造研究会」
で採用された場合は、大崎ビジネスクラ
ブがコーディネーターを配置し、技術支
援から販路開拓までをサポートします。
申請期限／9月9日㈮
※詳しくは、大崎ビジネスクラブホーム
ページか区ホームページをご覧ください。

部門 仕様

書　道 半切り以下（全紙不可）、条幅（仮
表装可）、巻物、額、短冊　

写　真
四つ切り以上（デジカメはＡ4以
上）台紙・パネル・額付き　
※組は四つ切りで3枚まで

絵　画 6 〜25号　額付き
手工芸＊1

縦・横・高さ各100ｃｍ以内
※倒れないようなものとすること華　道

その他＊2
＊1 押し花絵・ちぎり絵・パッチワークは、手
     工芸に含みます。
＊2  その他は、盆景などです｡

東日本大震災の
被災地から品川区に
避難されている皆さんへ

ものづくりに関する都市型の新規ビジネスのアイデア
を募集します。
問大崎ビジネスクラブ事務局☎6303－9867
HP osaki-businessclub.jp/
ものづくり・経営支援課ものづくり支援係☎5498－6333

ビジネス創造
コンテスト募集

第2回 

人16歳以上の方各20人
（先着）
￥1種目400円
申当日、運動できる服・
タオル・飲み物を持って
同館へ

夏の特別プログラム週間
総合体育館トレーニング室

日程 時間 種目

7/22
㈮

9:40 〜10:40 骨盤調整コンディショニング
10:50 〜11:50 ピラティス入門

7/26
㈫

11:00 〜12:00 代謝を上げて脂肪を落とす教室
13:30 〜14:30 やさしい太極拳

7/27
㈬

13:00 〜14:00 ピラティス入門
14:15 〜15:15

ヨーガ入門
7/28

㈭
11:00 〜12:00
12:15 〜13:15 腰痛肩凝緩和体操

7/29
㈮

9:40 〜10:40 骨盤調整コンディショニング
10:50 〜11:50 ピラティス入門

「交流会」のお知らせ
区内に避難している方を対象に「昼食・
交流会」を開催します。
日8月6日㈯午前11時30分〜午後2時
場申8月4日㈭までに、電話で社会福祉協
議会（大井1－14－1☎5718－7171）へ

水道局からのお知らせ
都内に避難し居住している方や避難者の
方が同居している世帯を対象に、水道料
金と下水道料金を減免します。
適用期間／水道を使用開始した日の属す
る月分から9月30日㈮まで
※3月11日以降、対象要件が発生した時
期に遡って適用します。
※必要書類、申請方法など詳しくはお問
い合わせください。
問水道局お客さまセンター☎5326－1101



保険料は制度を支える大切な財源です

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。

● 夏休みを楽しもう
● 杜松小学校の跡地利用の計画策定

次号予告　8月1日号
平成23年（2011）

7/21
広　報

1801号

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

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

日

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

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）

　★8月のプラネタリウム
日内土・日曜日、祝日　
①午前11時＝親子向け投影 ｢なつとあきのおほしさま｣
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 ｢月を知ろう〜中秋の名月｣
※各回とも、前半は当日の星空の解説。
※8月6日㈯・7日㈰の②は夏休み特別企画上映。
※8月20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）   
　★夏休み特別企画　｢スペースエイジ宇宙を目指すものたち｣ 上映
宇宙開発史を映像で紹介します。
日7月27日㈬〜29日㈮、8月3日㈬〜5日㈮＝午前11時・午後1時30分・午後3
時30分
7月30日㈯・31日㈰、8月6日㈯・7日㈰＝午後1時30分
人各86人（先着）   

￥各200円、4歳〜中学生50円　観覧方法／当日、会場へ
※小学生未満は保護者同伴。　※投影時間は約50分。

　  ①特別投影　｢林完次の星空散歩｣

日8月20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
   ②8月の天体観望会「夏の大三角と七夕の星」

日8月12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①8月5日㈮②7月29日㈮（必着）
までに、往復はがき（4人まで）で
講座名、住所、電話番号、参加者全
員の氏名（ふりがな）・年齢を同セ
ンターへ
※定員に満たない場合は、①8月8日
㈪②8月2日㈫午前10時から電話受付

（先着）。

高齢者の約7人に1人が要介護認定を受けています
要介護認定を受けている高齢者は、前年度と比べ約800人増えています。後期高齢
者（75歳以上）では4人に1人以上が認定を受けています。

介護保険制度の
運営状況

　介護保険制度が創設され12年目を迎えました。区では地域での暮らし
を支えるための総合的なしくみにより、適切な介護保険制度の運営に努め
ています。
　今号では、22年度介護保険制度の運営状況のあらましをお知らせします。
詳しくは区ホームページなどでご覧になれます。

区民の5人に1人が高齢者（65歳以上）です

22年 23年
　

うち75歳以上
総人口 349,829人 352,468人 －

高齢者人口 69,739人 70,026人（34,086人）
高齢化率 19.9％ 19.9％ （9.7％）

（住民基本台帳　各年4月1日現在）

第1号（65歳以上） 第2号
（40 〜64歳）

21年 22年 22年65 〜74歳 75歳以上
被保険者数 70,766人 71,087人 36,254人 34,833人 119,639人
認定者数 10,185人 10,956人 1,622人 9,334人 389人
認定率 14.4% 15.4％ （4.5％） （26.8％） （0.3％）

※被保険者は、住民基本台帳人口の他、外国人登録者、住所地特例者（区外の施設入所者
など）を含む。

（各年度3月31日現在）

65歳以上の要介護認定者数
＜要介護度別内訳＞
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介護保険は約半分を税金で支えています
歳入のうち、介護保険料は47％であり、残りは区・都・国の税金などにより構成さ
れています。歳出は、保険給付費が9割を占めており、その他に地域支援事業費と
して3％程度が介護予防事業などの充実のために充てられています。

そのほか
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地域密着型サービス 　　858
施設サービス 　5,719
市町村特別給付 　　21 
そのほか 　　775

保険給付費　15,661　（91％）

地域支援事業費 　　401 
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保険給付費（介護にかかる費用）は増えています
保険給付費は、介護サービ
ス利用者の増加などにより
21年度と比べ5％伸びてい
ます。そのうち、在宅サー
ビス費が7％増加している
ほか、認知症高齢者グルー
プホームなど、地域での生
活を支援する地域密着型
サービス費も6％増加して
います。 0
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775

7,157
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地域密着型サービス
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772
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16,452

5,869

908

対象者数（23年3月） 構成比 徴収率（22年度）
特別徴収 58,610人 82.5％ 100.0％
普通徴収 12,477人 17.5％ 77.9％
合　計 71,087人 100.0％ 97.0％

※特別徴収は年金などの収入から差し引かれます。
※普通徴収は口座振替や納付書で支払います。

問高齢者福祉課介護保険担当
☎5742－6927

22年度

（単位100万円）

23年4月1日現在、区の高齢者人口
は70,026人となり、区民の5人に
1人が65歳以上の高齢者となって
います。

第1号被保険者（65歳以上）の保険
料基準額は月額3,900円で、23区で
も18番目と負担が軽くなっており、
サービスの充実を図るとともに負担
軽減に努めています。皆さんのご協
力をお願いします。

問高齢者福祉課高齢者支援係
☎5742－6729・30・37

　　　　の
熱中症を防ごう
高齢者

節電を意識するあまり健康
を損なわないよう、熱中症に
注意しましょう。

●こまめな水分補給
●�エアコン・扇風機を
　使った温度調節
●身体から熱をだす

共
通 

共
　
通 

介護保険料は所得に応じ9段階に区分されています。
そのうち、保険料が第3段階（世帯全員が区民税非課
税）で、収入・資産・扶養の状況などが一定の要件
を満たしている場合に、申請により介護保険料が第
2段階と同じ額（基準額の4割）に減額されます。
問高齢者福祉課介護保険料係☎5742－6681

低所得の方の保険料減額


