
〠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/

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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害が発生した場合、まずは人命第一です。
飼い主が無事でなければ動物は災害を乗

り切れません。避難することになったときは、事
情の許す限り動物を同行してください。普段から人
や他の動物をこわがらない、嫌がらずにケージに入る、トイレ
は決められたところでするなどのしつけをしておきましょう。
動物のために防災用品（3日分以上の食事と水など）も用意を。

動物愛護シンポジウム

動物愛護ふれあいフェスティバル 備えよう！いつも一緒にいたいから

日時／9月23日㈷午後1時～4時30分
場所／東京国立博物館平成館（台東区上野公園）
対象／390人（先着）
申し込み／9月22日㈭正午までに、電話で日本動物福祉協会☎5740－8856へ

日時／9月17日㈯午前11時～午後4時
内容／愛犬のしつけ方教室、震災に関するパネル展示など
場所・参加方法／当日、上野恩賜公園不忍池蓮池周辺・野
外ステージ・上野動物園（台東区）へ

力供給の状況により、イ ントや講座な

責任 愛情
動物は

をもって
最期まで

と

9月20日㈫～26日㈪は
動物愛護週間です。
この機会に
私たちが飼っている動物
身近にいる動物たちについて
もう一度考えてみましょう。
問い合わせ／／生活衛生課庶務係
☎5742－9132

い主は、動物を飼育するうえで、習
性や生理をよく理解し、愛情をもっ

て終生飼育する責任があります。日頃か
ら動物の健康管理に気を配り、犬には狂
犬病の予防注射を必ず受けさせましょう。

動物は正しく
終生飼育

殖を望まない場合は実施しましょう。「手術
はかわいそう」と思う方もいますが、不妊・

去勢手術をすると性質がおとなしくなり、扱い
やすくなるなどのメリットがあるほか、生殖器
系の病気の予防にもなります。

在の交通事情や住宅事情を考えると、都会
で猫を飼う場合は、屋内で飼育することが

望ましいといえます。上下運動ができるよう家具
の上などにも上がれる工夫をし、専用のトイレ、
つめとぎなどを用意することや、不妊・去勢手術を
行うことが「屋内飼育」成功のこつです。

歩をするときは、犬をリードできちんとつなぎましょう。
散歩中にオシッコをしたらすぐに水で流し、フンは家まで

持ち帰ることが飼い主の責任です。みんなが気持ちよく暮らせる
よう、ルールを守って散歩させましょう。

子になり飼い主のもとに戻る
ことができない動物は少な

くありません。迷子になった動
物の発見を容易にするためにも、
犬には鑑札をつけ、猫やそのほか

の動物には名札などをつけましょう。

備えよう！いつも一緒にいたいから～人と動物の防災を考える

繁
不妊・去勢
手術

現 猫の飼育は
屋内で

散
犬の散歩は
ルールを
守って

迷
身元の表示 災 災害に備えて
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　区では、区民の皆さんの誰もが気軽に参加・鑑賞でき、また、質の高い「文
化芸術」にふれ親しむ機会がもてるように、9月17日㈯～12月６日㈫に「品川
区民芸術祭2011」として、区内各地で様々なイベントを開催します。
　今回は、区内で活動している団体・サークルの皆さんが日頃の成果を披露す
るイベントをご案内します。当日、ぜひお気軽に会場へお越しください。
問い合わせ／／文化スポーツ振興課文化振興係　☎5742－6836

太鼓、バンド、ハーモニカ合奏、ゴスペルなど、区民
の方による手作りのポピュラー音楽コンサートです。

日時 9月24日㈯午後2時から
場所 六行会ホール（北品川2－32－3）
出演 15団体

高校生以上のモダンダンス、フラダンス、ジャズダンス
などのダンスチームが発表します。

日時 9月25日㈰午後1時30分から
場所 きゅりあん大ホール（大井町駅前）　 出演 13団体

長唄や地唄に合わせて舞う「日本舞踊」と現代の歌謡曲に合わせて舞う
「新舞踊」などの舞台です。

日時 10月2日㈰午後1時20分から　 場所 きゅりあん大ホール　 出演 24団体

クラシック、シャンソン、吹奏楽など、子どもから大
人まで世代を超えた区民の方によるコンサートです。

日時 10月16日㈰午後1時30分から
場所 きゅりあん大ホール
出演 17団体

筝
そうきょく

曲、端唄など、日本の伝統音楽を愛する区民の皆さんが日頃の練習の成果を披露します。

日時 10月30日㈰午後1時30分から　 場所 きゅりあん小ホール　 出演 11団体

中学生以下の子どもたちによる、ダンスや一輪車などのステージで
す。大きな拍手とエールをお願いします。

日時 11月27日㈰午後1時30分から　 場所 きゅりあん大ホール　 出演 12団体

品
川
区
民
芸
術
祭
２
０
１
１ ダンスフェスティバル

芸能花舞台

心あったかコンサート

邦楽の調べ

子どもフェスティバル

区民相談室をご利用ください
●区民相談
　日々の暮らしの中で起きる困りご
とを解決するお手伝いをしています。
　また、犯罪被害に遭われた方など
の相談に応じています。
相談日時／月～金曜日午前9時～
午後5時（受付は午後4時30分まで）

●専門相談
　法律相談、税金相談、不動産取引に関する相談など
を専門の相談員がアドバイスします。
　また、外国人の相談や人権侵害に関する相談、国の
行政に対する要望や苦情なども受け付けています。
　専門相談については、予約が必要なものもあります。
　※詳しくはお問い合わせください。

■五士業（司法書士・税理士・社会保
険労務士・行政書士・土地家屋調査士）
合同無料相談会

日時／9月25日㈰午前11時～午後4時
内容／相続・税金・年金・成年後見・会社設立・
不動産登記などの相談
場所・相談方法／当日、聖蹟公園旧東海道出
入口前へ
問い合わせ／東京都行政書士会品川支部・
武田☎3440－2925

ライブサーカス

場 問広報広聴課区民相談室（第三庁舎3階☎3777－2000）

入場

無料

無料

芸術祭の詳しい内容はプログラムをご覧ください。
区施設で配布しています。
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　品川区では、22年12月に「品川区景観計画」を策定し、23年4月から運用しています。
　「品川区景観計画」で目指す、個性と魅力ある景観づくりについて語り合う「景観まちづくりシンポジウム」を開催します。
多くの皆さんの参加をお待ちしています。
問い合わせ／／水とみどりの課景観まちづくり担当☎5742－6534

日時 10月2日㈰
　　　午後1時30分～4時30分
場所 区役所講堂（第三庁舎6階）
定員 180人（先着）
参加方法 当日、直接会場へ

8月10日㈬・11日㈭に、区民の
皆さんからお預かりした義援金
を、福島県富岡町と岩手県宮古市
へ、それぞれに2,000万円を届け
ました。

ご支援・ご協力
ありがとうございました
義援金総額（8月31日現在）
141,548,874円

8月7日㈰に、富岡町民
が避難している日光林間
学園へ、区内企業からお
預かりした支援物資を届
けました。

8月31日現在、132,901,251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

富岡町と宮古市へ義援金を届けました富岡町と宮古市へ義援金を届けました

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

プログラム（予定）
午後1時30分 開会（午後1時受付開始）

午後1時35分～2時15分 基調講演「伝え育てる品川の景観・地域が育む景観まちづくり」
講師／品川区景観審議会会長　島田正文（日本大学教授）

午後2時20分～ 事例報告「旧東海道品川宿の景観まちづくりの取り組み」　
講師／佐山吉孝（旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会運営委員）

午後3時～

パネルディスカッション　「品川の景観まちづくりが目指す街並みと人びと」
コーディネーター／品川区景観審議会会長　島田正文
パネラー／
　品川区景観審議会委員

志村秀明（芝浦工業大学教授）
尾崎真理（オズカラースタジオ代表取締役）
田邊寛子（まちひとこと総合計画室代表）
佐山吉孝（旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会運営委員）
岩田俊雄（品川区都市環境事業部長）

午後4時30分 閉会

景
伝え育てる品川の景観！

観まちづくりシンポジウム

支援物資
届けました

区ホームページからご覧になれます。

遠藤富岡町長と桑村総務部長

8月26日㈮、岩手県宮古市の
山本市長が、品川区民や区の
支援に感謝の意を伝えるため、
品川区役所を訪れました。

金澤宮古市市民生活部長と
山﨑生活課長から説明を受
け、被災地（宮古市田老地区）
を視察する片田防災まちづ
くり事業部長と柏原住宅担
当課長
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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）
9/11

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11月～24年3月　※Ａ・Ｂは10月から。
￥表の費用のほか年間登録費1人1,500円（保険料込）　主催／品川区水泳連盟   
申申込締切日までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名、年齢、学年、電話番号、泳力（ク
ロールで何m）をスポーツ協会へ

自律型（プログラミング）ロボットの制御を学び、ロボットコンテストも行います。
日10月1日㈯・2日㈰午前10時～午後4時　（全2回）　人中学生20人（抽選）　￥3,400円（材料費込）
場申9月21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（学年）、性別、電話番号を産業技術高等専門学校（〠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　

　産業技術高専オープンカレッジ　中学生のための楽しいロボット講座

　児童水泳教室

●シルバーセンター
9月19日㈷は開館し、入浴サービスや催し物を行い
ます。20日㈫は休館します。
※20日は、夜間の会場の貸し出しは行います。
問高齢者いきがい課シルバーセンター係
☎5742－6946
●公衆浴場
65歳以上の方は、9月18日㈰・19日㈷のいずれか1日、
区内公衆浴場に240円で入浴できます。日程は各浴
場にお問い合わせください。
問各公衆浴場、健康課☎5742－6746

　9月19日㈷は敬老の日です

　いきいき脳の健康教室

教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 費用 会場 定員
（抽選）

申込
締切日

休日
児童

A

5歳～中学生

第2・4日
※3月は第1・3日

9:30 ～
　11:00

11 1回
500円

（初回のみ
帽子代450円）

荏原文化センター
（中延1－9－15） 各

30人
9/20
㈫

B
第1・3・5日

12 
日野学園
温水プール

（東五反田2－11－1）
YA 小・中学生 9 4,500円 八潮学園温水プール

（八潮5－11－2）20人

9/22
㈭休日

親子

EV 4歳～小学3年生と保護者
（2人1組）

第2・4日
※3月は第1・3日 11:30 ～

　13:00

10 1組
10,000円

荏原
文化センター 15組

YV 第1・3・5日 9 1組
9,000円

八潮学園
温水プール 20組

平日
児童

D2 5歳～小学2年生
火・木

15:30 ～
　16:30 各

40
各

16,800円 日野学園
温水プール

各
20人 9/24

㈯

D3 小学1～3年生 16:30 ～
　17:30

G4
小学3年～中学生

火 17:30 ～
18:30

各
20

各
8,400円H4 木

IC2 5歳～小学2年生

水

15:30 ～
16:30

各
19

各
7,980円

伊藤学園
温水プール

（大井5－1－37）
IC3 小学1～3年生 16:30 ～

17:30
IC4

小学3年～中学生

17:30 ～
18:30

SC4 18:00 ～
19:00 21 9,450円 品川学園温水プール

（北品川3－9－30）10人

土曜日
児童

TT
5歳～小学生

第2・4土 9:30 ～
11:00

9 4,050円 戸越台温水プール
（戸越1－15－23）20人

9/20
㈫IT

第1・3・5土 各
10

4,500円 伊藤学園
温水プール

30人
土曜日
親子 IV 4歳～小学2年生と保護者

（2人1組）
11:30 ～
13:00

1組
10,000円 20組

会場 曜日
荏原いきいき倶楽部（荏原6－2－8） 火
いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11） 火
品川第一区民集会所（北品川3－11－16） 水
ゆたかシルバーセンター（豊町3－2－15） 木
山中いきいき広場（大井3－7－19） 金
こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11） 金
※時間は午前9時30分～11時30分。

日10月25日～24年3月（全20回）
内簡単な読み・書き・計算
※自宅での毎日10分程度の学習もあり。
人区内在住で1人でも教室へ通え、10月18日㈫の説
明会に出席できる65歳以上の方各20人程度（抽選）
￥13,000円（教材費込）
申10月7日㈮までの午前10時～午後5時に、本人が
電話でくもん学習療法センター☎3234－4750へ
問高齢者いきがい課☎5742－6733

あなたに合った仕事で、収入を得ませんか。シルバー
人材センターは、高齢者の生きがいづくりと社会参加を
応援しています。
●専門・技術の仕事／おさらい塾、経理事務　など
●技能の仕事／ブロックコンクリート工事、ふすま・障
子張り、雨どい工事、洋服補修、和裁仕立て、弱電（チュー
ナー・コンポ・パソコンなど）の接続業務など
●事務の仕事／一般事務、受付事務、毛筆筆耕、あて
名書き　など
●管理の仕事／学校・シルバーセンター・マンションな
どの管理、駐車場管理、自転車整理など
●軽作業の仕事／公園清掃、除草、商品整理、袋詰め
梱
こ ん

包、包装、マンション清掃　など
●サービスの仕事／家事援助、区広報紙の配布、児童
送迎、見守り　など
人区内在住で、60歳以上の健康で働く意欲のある方
￥2,500円（年会費）
問シルバー人材センター本部☎3450－0711

シルバー人材センター会員募集

犯人は、息子や孫、役所の職員などをかたって、うその電話を掛けてきます。
家に居るときも留守番電話にセットし、相手を確認してから対応しましょう。

ひったくり

ゼロ
キャンペーン

10月19日㈬午後3時から、イオン品川シーサイド店で、今話題のひったくり防止
カバー「くるみちゃん」を無料配布します。詳しくは本紙10月11日号をご覧く
ださい。
問地域活動課生活安全担当☎5742－6592

3本当の息子に確認4さっきの電話は誰？

1すぐに受話器をとらず、いっ
たんは留守番電話で対応する

2息子の声と違う気がする

振り込め詐欺・還付金詐欺にご注意！ 高齢者の熱中症熱中症を防ごう
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。
問高齢者福祉課高齢者支援係☎5742－6729・30・37

犯人です

品川区防犯マスコット
しなぼう



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・日曜日、祝日は午後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）

国民健康保険の届け出をお忘
れなく
　国民健康保険に加入するときや、や
めるときは14日以内に届け出が必要で
す。また保険証に記載されている内容
に変更があった場合も保険証の差し替
えが必要です。
　就職や退職によって保険が変わる場
合、会社などからの連絡はありません。
必ず届け出てください。
受付場所／国保医療年金課（本庁舎4
階）、品川第一・大崎第一・大井第一・
荏原第一・荏原第四・八潮の各地域セ
ンター
※外国人の方の手続きは、国保医療年
金課のみで受け付けます。
○22年4月から、雇用保険一般被保険
者が非自発的に失業し、国民健康保険
に加入した場合の保険料軽減制度が始
まりました。
問国保医療年金課資格係☎5742－6676

都市計画案を縦覧します
日9月20日㈫～10月4日㈫
内①広町一丁目周辺地区地区計画の決
定、防火地域及び準防火地域の変更（広
町一丁目・大崎一丁目各地内）＝区決定
②東京都市計画用途地域の変更（広町
一丁目・大崎一丁目各地内）＝都決定
縦覧場所・問
①都市計画課（本庁舎6階☎5742－
6760）※②の縦覧も可。
②東京都都市計画課（都庁第二本庁舎
21階☎5388－3225）
※計画案について意見のある方は、10
月4日㈫まで意見書を提出することがで
きます。

都営交通の無料乗車券を更新
します
有効期限が23年9月30日の無料乗車券
をお持ちの方は各窓口へお越しくださ
い（シルバーパス所持者を除きます）。
人次のいずれかにあてはまる方
①身体障害者手帳所持者　②愛の手帳
所持者　③戦傷病者手帳所持者のうち
障害程度が特別項症～第6項症か第1款
症～第5款症　④被爆者手帳所持者のう
ち被爆者健康管理手当を受給している
⑤生活保護受給世帯　⑥中国残留邦人
等支援給付受給世帯　⑦児童扶養手当
受給世帯
申手帳か証書（④は両方）、現在使用し
ている無料乗車券を持って、①～④は
障害者福祉課（本庁舎3階☎5742－
6707）、⑤⑥は生活福祉課（第二庁舎3
階☎5742－6713）、⑦は子育て支援課
（本庁舎7階☎5742－6721）へ
※有効期限が9月30日以外の方は、期
限月に更新できます。

アスベスト調査助成
建物などの解体・改修工事の前にアス
ベストの含有調査が必要となる場合の
調査費用を助成します。
対象／区内の住宅・事務所・作業所・
店舗・倉庫・駐車場などの所有者・マ
ンションの管理組合など　10件（先着）
助成額（上限）／250,000円
問環境課指導調査係☎5742―6751

第3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9月21日㈬午後3時から
人30人（先着）
場・傍聴方法／当日、午後2時から東京
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

住宅のエコ・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
①工事着工前である
②既存住宅の改修で区内業者に発注し
て行う工事である
③次のいずれかの工事で、工事金額が
10万円以上である

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、
LED照明器具設置など
※対象工事がLED照明器具設
置工事のみの場合は10万円以
下でも対象

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

申込者の主な要件／

個人

•区内在住か改修後に区民に
なる方
•工事対象住宅に居住してい
るか、改修後に居住する方
•工事対象住宅の所有者か賃
借者である
※賃借者の場合は所有者に工
事の承諾を得ている

民間賃貸
住宅オーナー

•区内に賃貸住宅を所有して
いる個人である
•改修後に高齢者の入居を拒
まない「東京シニア円滑入居
賃貸住宅」へ登録する

マンション
管理組合

•共用部分の工事である
•対象工事について総会など
で区分所有者の承認が得られ
ている

助成額／工事金額の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。
※LED照明機器設置工事の場合は工事
金額の50％（上限10万円。賃貸住宅オー
ナー、管理組合が申込者の場合は上限
50万円）。

※詳しくは都市計画課（本庁舎6階）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。
申申込書などを都市計画課住宅運営担
当☎5742－6777へ持参

自衛官採用募集中
申込期限／9月30日㈮
種目／防衛大・防衛医科大・看護学生
資格／高卒（見込み含む）で21歳未満、
看護学生は24歳未満の方
※詳しくはお問い合わせください。
問自衛隊五反田募集案内所☎3445－
7747、防災課☎5742－6696

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。
ポイント／転入・転居時にかかった費用
に応じて交付されます（上限100,000ポ
イント）。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。
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子か親いず
れかの世帯が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子または親世
帯が区内に1年以上住んでいる
※詳しくは都市計画課（本庁舎6階☎
5742－6777）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。

お知らせ

※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

二人で子育て（両親学級）
会場 日時

品川保健センター 11/20㈰ ① 9:30～12:30②13:30～16:30
荏原保健センター 11/ 5㈯ ③ 9:30～12:30④13:30～16:30

内もく浴実習、講義「赤ちゃんとの生活」他
人区内在住で、体調の安定している初産カップル24組（選考）
申10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品川区係（〠150－
0012渋谷区広尾5－6－6広尾プラザ5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

母乳相談

授乳を楽しむこつを、体験しませんか。
日10月6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

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 

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

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）

9月11日㈰
1月18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）

9月11日㈰

　　　川村内科クリニック 八　潮 5 － 8 －47 ☎3799－1577
　　　モロオ歯科医院 西五反田 4 － 8 －14 ☎3494－8846
　　　中山歯科医院 旗の台 4 － 2 － 7 ☎3785－6480
　　　篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
　　　誠道館清水接骨院 小　山 3 －16－ 5 ☎3783－0685

9月18日㈰

　　　はせがわ内科クリニック 大　井 3 －25－13 ☎3775－1311
　　　千葉歯科クリニック 大　井 1 －43－ 8 ☎5709－6651
　　　荏原グランアート歯科医院 荏　原 7 － 5 － 3 ☎3787－8888
　　　みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450
　　　上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

9月19日㈷

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
　　　ばんどう歯科医院 大　井 1 －48－ 9 ☎3777－1182
　　　トミヤマ歯科クリニック 旗の台 5 －14－ 3 ☎5498－1184
　　　成進整骨院 大　井 3 － 2 － 2 ☎3775－3166
　　　中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

9月17日㈯
　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

小

内 小

薬
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歯

小
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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）
9/11

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・シニアクラブは4ページ・健康ひろばは5ページです

区民住宅随時募集
中堅所得者向けの、礼金・仲介手数料・
更新料が不要な賃貸住宅です。現在、
空きのある住宅の入居者募集をしてい
ます。
募集住宅／家族用12団地
応募資格／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
￥110,200円～181,000円
申電話で、品川宅建管理センター☎
5749－8661へ
問都市計画課住宅運営担当
☎5742―6776

第61回品川区民スポーツ大会
区民ボールルームダンスの集い
日10月9日㈰午後1時から
内社交ダンス　￥300円
場参当日、平服で総合体育館へ
問スポーツ協会

宮前地区バウンドテニス教室
日9月17日㈯・24日㈯、10月15日㈯・
22日㈯・29日㈯午後1時30分～4時
場宮前小学校（戸越4－5－10）
￥1回100円
運営／宮前地区スポ・レク推進委員会
参当日、運動のできる服装で、上履き
を持って会場へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

西大井地区健康な体づくり教室
リフレッシュ健康体操
日9月13日㈫・27日㈫、10月4日㈫・
11日㈫・18日㈫午後7時～8時30分
場冨士見台中学校（西大井5－5－14）
￥1回200円
運営／西大井地区スポ・レク推進委員会
参当日、運動のできる服装で、上履き
を持って会場へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

総合体育館トレーニング室
秋分の日　特別プログラム

時間 種目
12:00～13:00 かんたん体操＆筋トレ
13:15～14:15 ボディパンプ
14:30～15:30 初心者姿勢調整運動教室
15:45～16:45 ビランクスヨーガ

日9月23日㈷
人16歳以上の方各20人（先着）
￥1種目400円
場参当日、運動できる服、上履き、タ
オル、飲み物を持って総合体育館へ

第1回品川区高齢者輪投げ大会
日11月14日㈪
午前10時～午後3時（予定）
場総合体育館
人区内在住で、60歳以上の33チーム
（抽選）※1チーム6人（補欠含む）。
申込書配布場所／高齢者いきがい課（本
庁舎3階）、シルバーセンター、地域セ
ンター、文化センター
申9月22日㈭（必着）までに、申込書
を高齢者いきがい課（〠140－8715品
川区役所本庁舎3階☎5742－6733）に
郵送か持参
※キャプテン会議は10月11日㈫午後2
時から251会議室（第二庁舎5階）。

健康大学しながわ第4回公開講座
かしこく・スマートに食べる
日10月22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）
内食事バランスガイドの効果的な利用術
講師／武見ゆかり（女子栄養大学教授）
人60人（先着）
申10月12日㈬までに、電話で品川保健
センターへ

花とみどりのフォト講座
日9月25日㈰午後2時～4時30分
※雨天実施。
内撮影方法などの講義、公園内での撮影会
人区内在住か在勤でこれから写真を楽
しみたい方15人（先着）
場申午前9時～午後5時に、電話でしな
がわ中央公園管理事務所（区役所前☎
5740ー5037）へ

環境学習講座　牛乳パックで
「はがき」をつくろう
牛乳パックのリサイクルの現状、森林
管理状況などの理解を深め、資源を活
用して「はがき」を作ります。
日10月7日㈮午後1時30分～4時
講師／平井成子（全国牛乳パックの再
利用を考える連絡会代表）
人30人（抽選）　
持ち物／筆記用具
場申9月26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。

午後の消費生活教室
日内①9月26日㈪＝サプリメントの正
しい知識と上手なつきあい方
②27日㈫＝ローン・クレジットの安全
な活用法
※時間は午後2時～4時。
場啓発展示室（第二庁舎3階）
人各40人（抽選）
申9月20日㈫までに、電話で消費者セン
ター☎5718－7181へ

人権啓発・社会同和教育講座Ⅰ
人物から読み解く人権
●昼コース
「文学の中の人権～思いを架け橋に」
日10月4日㈫・11日㈫・18日㈫
午後2時～4時（全3回）
託児／2歳～就学前のお子さん
※おやつ代300円。
●夜コース
「歴史に学ぶ人権～平等への道のり」
日10月13日㈭・20日㈭・27日㈭
午後7時～9時（全3回）
―――――　共　　  　通　―――――
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人16歳以上の方各50人（抽選）
申9月22日㈭までに、電話かはがき、
FAXで講座名、コース（昼・夜）、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、手話通訳
の有無、託児希望（昼コースのみ）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
○区ホームページから電子申請もでき
ます。

昭和大学公開講座「暮らしと
健康～最新の感染症医療」
日10月15日㈯・29日㈯
午後1時～4時（全2回）
場同大学（旗の台1－5－8）
内看護師が行なう感染予防、抗酸菌感
染症についての最近の話題、口

こ う く う

腔内のカ
ンジダ感染症、尿路感染症の治療と予防
人16歳以上の方200人（抽選）
申9月30日㈮（必着）までに、往復は
がきで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を文化スポーツ
振興課生涯学習係へ

ウェルカムセンター原・交流
施設の講習会～ビーズ講習会
日9月27日㈫午前10時～正午
人小学生以上の方15人（抽選）
￥2,000円（材料費込）
申9月20日㈫（必着）までに、往復は
がきで講習会名、住所、氏名、年齢、
電話番号を同施設（〠140－0015西大
井2－5－21）へ
※定員に満たない場合は、中止するこ
とがあります。
問大井第三地域センター☎3773－2000

第112回高齢者と介護者のた
めの料理教室
日9月27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）
内抵抗力をつけよう身を守る食事
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
人20人（先着）　￥600円
申9月20日㈫までに、電話で成幸ホー
ム☎3787－5393へ

区民プロデュース型講座
品川チャイルドライン
日10月6日～12月15日の木曜日
午後7時～9時（全10回）
場立正大学（大崎4－2－16）
内「子ども達の心を受け止めるために」
講師／末松渉(末松TAコミュニティ研究
所）、北島尚志（アフタフバーバン）他
人40人（抽選）　￥500円
申9月28日㈬までに、往復はがきに
「チャイルドライン」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を、文化スポー
ツ振興課文化振興係へ
○区ホームページから電子申請もでき
ます。

（6）

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 ●公園清掃の手伝い

障害者の施設で利用者と一緒に公
園清掃をします。
日週1回から（月・水・金）
9:30～12:00
場西大井福祉園（西大井5）
●食事作り
高齢者のグループホームで入居者の
昼食を作ります。
日週1回から（曜日は相談）
10:00～13:00
場ロイヤル中延（中延5）
●陶芸の手伝い
障害者施設で陶芸作品の形成を手
伝います。
日週1回から（火・木）10:30～11:30
場サンかもめ（八潮5）

●将棋クラブの手伝い
幼稚園児（初心者）の将棋の相手
をします。
日月2回（第2・4水）
15:00～17:00
場東五反田児童センター（東五反田5）
●例会の手伝い
失語症の方の発言を要約して書く
ことと、ゲームの手伝いをします。
日月1回（第4土）13:30～15:30
場心身障害者福祉会館（旗の台5）
●演芸披露
高齢者施設で音楽や演芸などを披
露します。
日月1回から（月～土・祝）
13:30～15:00
場サンケア小山（小山6）

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活動です。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9月26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

ポ

お知らせ
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講座「シェイクスピアと歌舞
伎の悲劇を読む」
日内①10月14日㈮＝「ロミオとジュ
リエット」～孤独な恋人の悲劇
②21日㈮＝「妹背山婦女庭訓－吉野川
の場」～親子の愛の悲劇
※時間は午前10時～正午。
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／門野泉（清泉女子大学学長）
人30人（抽選）
※両日受講できる方優先。
託児／1歳～就学前のお子さん10人（抽選）
申9月27日㈫までに、往復はがきで講
座名、希望日、住所、氏名、年齢、電
話番号、託児希望の方はお子さんの年
齢・性別を男女共同参画センター（〠
140－0011東大井5－18－1☎5479 ー
4104）へ

区民プロデュース型講座
品川シルバー大学同窓会
シルバー世代が安心して現代社会を生
き抜く手法を学びます。
日10月24日㈪・26日㈬・31日㈪
11月2日㈬・7日㈪
午後2時～4時（全5回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内聞き上手のすすめ、楽しく老いる秘
訣、遺言の必要性など
講師／澤村直樹（臨床心理カウンセ
ラー）他
人80人（抽選）
申9月30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、電話番号を文化スポーツ振興課
文化振興係へ

みどりの園芸講座
バスケットの寄せ植え作り
ハロウィンからクリスマスまで楽しめ
る寄せ植えを作ります。
日10月22日㈯
①午前コース＝午前10時～正午
②午後コース＝午後1時30分～3時30分
場251会議室（第二庁舎5階）
講師／原由紀子（生活園芸家）
人各50人（抽選）
￥1,000円（教材費）
申9月26日㈪までに、往復はがきで講
座名、コース、住所、氏名、電話番号
を水とみどりの課みどりの係（〠140
－8715品川区役所☎5742－6799）へ

ヘルパー2級講座受講生募集
日10月10日㈷～24年1月31日㈫
内通信講座、スクーリングなど
人区内在住で、全課程出席できる方
40人（書類選考）
￥32,000円（テキスト代込）

申9月22日㈭までに電話連絡のうえ、
地域センターか高齢者福祉課（本庁舎3
階）で配布する申込書を品川ケア協議
会（〠140－0004南品川4－11－1大崎
ホームヘルプサービス内☎3471－4830）
へ郵送か持参
※区ホームページからダウンロードも
できます。
問高齢者福祉課介護保険担当
☎5742－6927

地域読み聞かせボランティア
養成講座
日10月4日㈫・11日㈫
午後2時～4時（全2回）
内「紙芝居を知ろう・演じてみよう」
人30人（抽選）
場申9月25日㈰（必着）までに、往復
はがきで講座名、住所、氏名、電話番号、
活動している方は施設名を品川図書館
（〠140－0001北品川2－32－3☎3471
－4667）へ
○区ホームページから電子申請もでき
ます。

産業技術高専オープンカレッジ
家庭で実践できる草木染め
日々の生活に応用できる化学の知識を、
講義と草木染めを通して学びます。
日10月1日㈯・8日㈯・15日㈯
午後1時30分～4時30分（全3回）
人高校生以上の方16人（抽選）
￥4,000円（材料費・保険料込）
場申9月21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（学年）、性別、
電話番号を産業技術高等専門学校（〠
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

公園で愛犬と一緒に楽しむた
めのマナー講習会

日時 会場

9月17日
㈯

①9:30～
11:30

東品川海上公園
（東品川3－9）

②14:00～
16:00

小山台公園
（小山台2－2）＊

9月18日
㈰

③9:30～
11:30

しながわ中央公園
（区役所前）

④14:00～
16:00

戸越公園
（豊町2－1）

＊西大井広場公園の代わりとして実施。
内警察犬訓練士によるデモンストレー
ション、実技指導など
人飼い主と飼い犬各20組（先着）
申電話で、午前9時～午後5時にマナー
講習会受付☎3450－8380へ
※③はしながわ中央公園☎5740－
5037へ。

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茶道　裏千家
日10月8日～12月17日の土曜日
午後1時30分～3時30分（全6回）
人18人（先着）
￥16,500円（水屋料込）
※9月17日㈯の見学可。
②朗読～声で描く
日10月12日～12月14日の水曜日
午前10時～正午（全5回）
人16人（先着）
￥8,000円（テキスト代別）
③気軽に英会話＜中級セミプライベート＞
日10月13日～12月22日の木曜日
午後3時30分～5時（全10回）
人ある程度英語を話せる方8人（先着）
※9月15日㈭・22日㈭の見学可。
￥25,500円
④木彫教室
日10月14日～12月16日の金曜日
午前9時30分～午後0時30分（全6回）
人12人（先着）
￥12,300円（教材費別）
⑤油絵～誰でも描ける人物・静物
日10月17日～12月19日の月曜日
午後3時30分～6時（全10回）
人15人（先着）
￥22,200円（モチーフ・モデル代込）
⑥ゴスペルJOY
日10月24日～12月12日の月曜日
午後7時～8時30分（全5回）
人16人（先着）　￥7,000円
―――――　共　　  　通　―――――
場①きゅりあん（大井町駅前）、②～⑤
同センター（西大井駅前）、⑥こみゅに
てぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
申電話で同センター☎3774－5050へ

工芸と身延赤沢ハイキング
品川＆早川ふるさと交流
日11月5日㈯午前7時30分～6日㈰午後
5時30分
（区役所集合・解散1泊2日、往復バス）
宿泊／早川町営ヴィラ雨畑（温泉）
人区内在住か在勤の方23人（抽選）
￥10,000円、小学生以下6,000円
（交通費・宿泊費込）
申9月22日㈭（必着）までに、はがき
かFAXに「ハイキング」とし、参加者
全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・
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

秋季短歌大会　作品募集
日11月6日㈰午後1時～4時
（受付は午後0時30分から）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内講演と最優秀作の発表・表彰
選者／榊原敦子（NHK学園短歌講座講師）
選歌方法／選者と参加者の互選
人中学生以上の方
￥1,000円、中高生500円
申9月20日㈫（必着）までに、封書に「短
歌大会作品」と朱書きし、未発表の自
作の雑詠一首（原稿用紙は縦書き）、住
所、氏名、年齢、電話番号、費用（定
額小為替）を品川区短歌連盟事務局・三
浦（〠142－0064旗の台3－5－2）か
文化スポーツ振興課文化振興係へ郵送

第15回しなふく紅葉まつり
日10月23日㈰午前11時～午後3時
※雨天決行。
場品川総合福祉センター（八潮5－1－1）
内作品展示、模擬店、手作り品販売、
コンサート、福祉資料コーナーなど
●当日のボランティア募集
時間／午前9時30分～午後4時
内模擬店販売や会場誘導など
人車いす操作のできる方
※未経験者可。
申10月7日㈮までに、電話で同センター
☎3790－4839へ

品川区民芸術祭関連事業
第183回日曜コンサート
日9月18日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／寺山修司作詞、大中恩作曲『か
なしくなったときは』他
場参当日、中小企業センター3階レクホー
ル（西品川1－28－3☎3787－3041）へ

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・日曜日、祝日は午後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

第61回品川区民スポーツ大会（秋季）
競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

① 柔 道 10/16㈰ 戸越体育館 9/16㈮
500円

小中高生300円

○小学低学年の部○小学高学年の部○中学（1・2・3）年
の部○女子無段の部○女子有段の部○男子無段の部
○男子初段の部○男子2段の部○男子3段の部
※全種目体重別トーナメント戦

② 卓 球 10/ 9㈰ 総合体育館 9/21㈬
500円

中高生300円

○18歳以下の部男子・女子○一般男子・女子○壮年男子・
女子（45歳以上）　※1ゲーム11本、5ゲームマッチ
※全種目シングルストーナメント戦
※壮年の年齢は24年4月1日現在

③ 弓 道 10/ 9㈰
10/10㈷

東品川公園
（東品川3－14） 9/24㈯

500円

中高生300円

10/ 9　○一般男子の部・女子の部○高校生以下の部
10/10　○中学生男子の部・女子の部○高校生男子の部・
女子の部
※四ツ矢3回（12射）

④ゲート
　ボール 10/10㈷ 西大井広場公園

（西大井駅前）
9/24㈯
必着 1チーム3,000円 ○一般の部

申申込締切日までに、①～③は費用を持ってスポーツ協会へ（9月20日㈫は休館）、④は往復はがきに「ゲートボール」とし、代表
者の住所・氏名・年齢・電話番号を同協会へ

とびこもう！
お話の世界へ！
「子ども読書の日」フェア

日10月9日㈰午前10時
30分～午後3時30分
内人形劇、おはなし会
場参当日、荏原文化セ
ンター（中延1－9－
15）へ
問品川図書館☎3471
－4667
※内容の変更や中止な
どの場合があります。

催　し ★

★

みんな集まれ
ふくしまつり2011
障害者団体、民生委員協議会、ボ
ランティアの方などが中心となり
開催します。
日9月24日㈯午前10時～午後4時
※雨天決行。
場中小企業センター（西品川1－28
－3）、しながわ中央公園（区役所前）
内震災復興物産販売、ロードトレ
イン、バザー、模擬店、演奏発表、
スタンプラリーに花鉢進呈（先着
300人）
問障害者福祉課障害者福祉係
☎5742－6707

みんな集まれみんな集まれ
ふくしまつり2011ふくしまつり2011

品川区子ども読書
推進PRキャラクター
「ブックマくん」



● まちづくり事業展
● 学校選択制度・学校公開
● 都市計画公園・緑地の
整備方針改定案

次号予告　9月21日号
平成23年（2011）

9/11
1805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。

小・中学生が合同宿泊防災訓練

　6月24日㈮・25日㈯の2日間、小中一
貫校である伊藤学園の5年生と8年生（中
学2年生）の約300人が、自分たちの通
う学校を避難所に見立て、宿泊を伴う防
災訓練を行いました。

第1回品川区ものづくり商談会

　6月29日㈬、中小企業センターで「第1
回品川区ものづくり商談会」を開催。商
談会に参加した企業は全50社。地域企業
のネットワークを再構築することが目的
です。

子育てメッセ2011

　7月8日㈮、きゅりあんで「品川子育て
メッセ2011」を開催。4回目となる今回
は46団体が集まりました。子育てに奮闘
中で、育児情報を必要としている乳幼児
の親子が情報交換やイベント参加など楽
しいひとときを過ごしました。

「しなかんPLAZA」がオープン

　7月20日㈬、しながわ観光案内所「し
なかんPLAZA」が大井1丁目共同ビル1階
にオープン。品川の魅力を区内外に広く
アピールし、区内来訪者の誘致や地域経
済の活性化を図るために設置され、月～
土曜日に開所しています。

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

　区は7月から、区内16カ所のシルバーセンターを猛暑避
難拠点（避暑シェルター）として活用した、高齢者の熱
中症対策事業をスタート。また区内25カ所の児童センター
や他の区施設も活用することで、乳幼児や妊娠期の方を
始め、全ての方の熱中症対策にも力を入れています。

　6月20日㈪、品川介護福祉専門学校で23年度第1回目と
なるタウンミーティングを開催。介護の現場で活躍する
ケアマネージャーの皆さんから生の声を聞き、品川区の
高齢者福祉施策の現状や希望などについて意見交換をし
ました。

　各地に避難している富岡町の子ども達に、日光の自然
の中で楽しんでもらおうと日光林間学園で7月26日㈫～
28日㈭に2泊3日の交流事業が行われました。
　7月20日㈬、日本ハム株式会社が震災の影響で区内に避
難している方を、東京ドームでの北海道日本ハムファイ
ターズ－東北楽天ゴールデンイーグルス戦に招待しました。

　7月1日㈮、町会、保護司、区関係者などが集まり、社
会を明るくする運動の街頭啓発が行われ、標語入りの
ティッシュを配り広報活動を行いました。また7月22日㈮、
きゅりあんでは、この運動の中央大会「区民愛のつどい」
が開かれました。

　7月31日㈰・8月6日㈯、一般公募で選ばれた区民や学
識経験者、区議会議員など12人で構成される、品川区行
政評価委員会が開催されました。一般公開の場で事務事
業の見直しが審議され、「拡充」「継続」「見直し」「廃止（休
止）」などの評価を行いました。

　7月29日㈮、新しい「品川区史」を作るための第一歩と
なる、最初の品川区史編さん委員会を開催。区史編さん
事業は、近年の事柄や新たに分かった史実、各地域の歴
史を中心にまとめ、次世代に品川区の歴史を伝えること
を目的に、26年度の刊行に向け作業を進めていきます。

区民参加による区民参加による
行政評価委員会行政評価委員会

第1回　品川区史第1回　品川区史
編さん委員会開催編さん委員会開催

熱中症にご用心熱中症にご用心 被災者支援事業被災者支援事業

23年度　第1回目の23年度　第1回目の
タウンミーティング開催タウンミーティング開催

　7月2日㈯、荏原文化センターで、48歳にしてなお現役
を続ける工藤公康投手を講師に招き、品川区少年野球指
導者研修会が開催されました。参加者は講師の話に聞き
入り、今後の指導に役立てようと多くの方がメモを取っ
たり録音していました。

　アメリカ合衆国（ポートランド市）・スイス（ジュネー
ヴ市）への青少年ホームステイ派遣生、ニュージーラン
ド（オークランド市）への高校生夏期語学研修派遣生が
それぞれ7月19日㈫・22日㈮、8月1日㈪に濱野区長を表
敬訪問しました。

工藤投手が講師に工藤投手が講師に
少年野球指導者研修会少年野球指導者研修会

23年度の海外派遣生が23年度の海外派遣生が
表敬訪問表敬訪問

社会を明るくする運動社会を明るくする運動

チケット好評発売中です！
日9月17日㈯午後5時45分開演　￥4,000円
出演／向井滋春、中村誠一、日野皓正  他
場問きゅりあん（大井町駅前）☎5479－4140

第2回アーリーオータムジャズ in品川


