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使い捨て製品の使用を見直し、不要なものは買
わず、ものを大切にすることで毎日の生活でご
みになるものを減らしましょう。レジ袋や過剰
包装は断り、外出するときはマイバッグやマイ
ボトルを持参するのも良い方法です。
○家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部助成
をしています

資源として新しいものに生まれ変わ
らせて再生利用しましょう。資源はき
ちんと分けて資源回収に出しましょ
う。再生品を積極的に買って利用する
ことも循環させるためには重要です。
○資源ステーション回収
○拠点回収
※毎月本紙21日号で、リサイクルや拠点回収などについて掲載しています。

使わなくなったものをそのまま生かして繰り返し使いましょう。
詰め替え商品を使い、ボトルはリユース。自分が使わなくなっ
たものは、リサイクルショップやフリーマーケットで必要な人
に使ってもらいましょう。
○リサイクルショップ「リボン」
　衣類・日用品／旗の台店（旗の台5－13－9☎5498－7803）
　家具・ギフト／大井町店（区役所第三庁舎☎5742－6933）
○フリーマーケット、リサイクル情報紙「くるくる」をご利用
ください
○おもちゃの病院
場問消費者センター（大井1－14－1 ☎5718－7181）

問い合わせ
品川区清掃事務所
リサイクル推進係

☎3490－7098

品川区はごみ減量を推進するため、7月より主要6メーカーと共同で

「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」
に参加しています。
回収対象／ブラザー・キヤノン・デル・エプソン・日本ＨＰ・レックスマー
クの6社の製品　※家庭用に限ります。
回収場所／清掃事務所、区役所、地域センター、文化センター、体育館
など26施設
※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。

10月は
「3

スリーアール

Ｒ推進月間」
たくさんのものに囲まれて便利で豊かな生活
の中から、大量のごみが捨てられ、環境を悪
化させています。もう一度「もったいない」
という精神を大切にし、【Ｒｅｄｕｃｅリデュース】
【Ｒｅｕｓｅリユース】【Ｒｅｃｙｃｌｅリサイクル】の
3Ｒを推進し、「資源循環型都市しながわ」の
実現をめざしましょう。

で循環型社会へ

RReduce

RRecycle
RReuse

リデュース

リサイクル

リユース

ごみを出さない

再生利用する

繰り返し使う

つのつの

この回収箱に
入れてね♪

参加して
います
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区では、22年度に全事務事業を対象に、区内部による事務事業の評価を行いま
した。23年度は、区民の視点に立った見直しを通じ、区民との協働による区政
運営を進めるため、区民参加による行政評価を実施しました。この結果を受け、
事務事業の見直しに取り組んでいきます。
※詳しい内容については区ホームページをご覧ください。
問い合わせ／企画財政課☎5742－6607

区民参加による行政評価を実施しました区民参加による行政評価を実施しました

区民参加による行政評価の実施にあたっては、区民や学識経験者などで構成する「品川区行政評価委員会」を設置し、2日間にわたり一般公開で8つの
事務事業を「必要性」・「代替性」・「効率性」の観点で審議し、事業の実施の方向性をＡ～Ｄまでの4区分で評価しました。

評価のまとめ方
委員の合議により
　「Ａ（拡充）」・「Ｂ（継続）」
　「Ｃ（見直し）」・「Ｄ（廃止）」

の4区分で評価

品川区行政評価委員会の構成
学識経験者2人
区民委員5人（公募3人、団体代表2人）
区議会議員5人

計12人

評価の視点

必要性 区民にとって必要な事業か
代替性 区が主体で行うべき事業か
効率性 実施手法は適切か

1．結婚サポート事業
評価結果 評価の説明

Ｃ
（見直し）

事業の目的や実施手法を十分に検証し、工夫を図ること

主
な
意
見

・2回、3回と会える場や、年齢的な区分を設ける必要がある。
・未婚化や晩婚化に歯止めをかけるのは難しいことではないか。
・区内在住・在勤者だけの参加で多くの出会いを求めるには無理がある。

2．図書館の運営
評価結果 評価の説明

Ｂ
（継続）

運営にかかるコストを十分に意識したうえで、より良
いサービスの提供をめざし、さらに一層の工夫に努め
ること

主
な
意
見

・専門家をそろえるのではなく、区全体の効率が上がるよう進める必要がある。
・全ての図書館で、司書資格を持った正規職員の配置を進めるべきである。
・新しい考え方も取り入れつつ、財政的な視点を持った運営が必要である。

3．高齢者の生きがいづくり事業
評価結果 評価の説明

Ｂ
（継続）

・高齢者の生きがいづくりは、区が行う同種の事業全
体と調整・連携して進めること
・個々の事業の実施にあたっては、自主性を促すとと
もに、対象や内容を十分に検証すること

主
な
意
見

・自主事業の支援にも目を向けた展開が必要である。
・他部署も含め、区としての全体像を持ったうえで進めていく必要がある。
・個々の事業として何をやるべきかについて見直しが必要である。

4．地域における健康づくり事業
評価結果 評価の説明

Ｃ
（見直し）

より多くの区民が参加できる仕組みとなるよう、事業
の対象や内容とともに、実施の組織のあり方を十分見
直すこと

主
な
意
見

・幅広い区民が参加できるように取り組んでいく必要がある。
・実質的に区民が行動して健康増進につながるシステムが必要である。
・所管の組み替えも含め、類似事業の整理について検討が必要である。

5．児童センターの運営
評価結果 評価の説明

Ｂ
（継続）

児童センターの基本的な機能や役割を、新しい状況に
応じて見直し、充実させていくとともに、コストにつ
いても十分に検証していくこと

主
な
意
見

・多岐にわたるプログラム提供のためには、委託の拡充なども必要である。
・13館は直営を堅持し、残り12館はどう特徴づけていくか見直しが必要である。
・児童センターの運営は効率化に重きを置くべきではない。

6．水辺の利活用の推進（目黒川・立会川・勝島運河の水質改善）
評価結果 評価の説明

Ｃ
（見直し）

・水質浄化の抜本的な取り組みは、河川管理の主体で
ある東京都の責任において行うべきであり、引き続き
東京都へ働きかけること
・区が行うべき事業の内容を具体的に検討すること

主
な
意
見

・東京都に推進を働きかけ、今後区として何をすべきか検討が必要である。
・区民の意識を高め、東京都を動かすための環境づくりを進めていく必要がある。
・水質が改善された後の水辺の活用について検討を進めていく必要がある。

7．マイバッグ運動推進事業
評価結果 評価の説明

Ｃ
（見直し）

環境意識の啓発事業は必要であるが、その手法につい
ては抜本的な見直しを行うこと

主
な
意
見

・事業は発展的に解消し、啓発事業として別のことをやったらどうか。
・事業の意義は果たしたため一旦廃止し、新たな事業をスタートすべきである。
・小さな個店でも区と協働して取り組める運動であり、無くなるのは困る。

8．区民に対する災害情報の発信
評価結果 評価の説明

Ｂ
（継続）

防災行政無線に限らず、情報の受発信の拡充をめざし、
検討を進めること

主
な
意
見

・受信者がいかに分かり易く受信できるかが大事である。
・防災行政無線の補完手段として、とりわけアナログな対応が必要である。
・防災ラジオの導入など、情報提供のあり方を総じて検討する必要がある。

7月31日㈰〔1日目〕の対象事業と評価結果 8月6日㈯〔2日目〕の対象事業と評価結果
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宿泊助成とは
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は、1人1泊につき、
原則として2,000円を年度内（4～3月）
3泊まで助成します。途中で国保から後
期高齢者医療に移行した方は、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。

利用方法
①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（区内在住）」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予約後、国保医療年金課保険事業係へ　手続きに来る方はご自分の保険証をお持ちください。また、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の控えを持っ
ておいでください。「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　宿泊料金から加入者の方の助成金額を差し引いた金額をお支払
いください。

都・県 地域 施設名
（ は温泉あり。 車いす利用可） 予約電話番号 契約料金

（※は季節料金あり）
イベント・情報（日程は変わる場合あり）

色字は施設の情報
福島 いわき湯本 スパリゾートハワイアンズ　 0246－43－3191 ＊1 14,437円 ※ 部分オープン10/1から（ウオーターパークは利用できません）、グランドオープン 1月（予定）
茨城 大　洗 オーシャンビュー大洗　  029－267－0488 10,000円 ※ 偕楽園梅まつり2月上旬から、アンコウ鍋11～2月

栃木
鬼怒川 鬼怒川プラザホテル　 03－3834－5995 11,025円 ※

那　須 ガストホフ エール　 0287－63－1613 8,800円 ※ ≪道の駅収穫大感謝祭≫「友愛の森」10月下旬、「東山道伊王野」11/13≪紅葉≫姥ケ平周辺9月下旬、温泉神社・湯本周辺10月中旬

群馬

伊香保 和心の宿オーモリ　 0279－72－2611 10,500円 ※ 水沢観音節分祭２月上旬、石段ひな祭り3月上旬
藤岡（鬼石）八塩館　 0274－52－2651 8,500円 ※ 桜山まつり12/1

嬬恋村 ホテルグリーンプラザ軽井沢　 03－5272－0696 9,000円 ※ ドイツフェスタ10/1～11/30、おもちゃ王国大観覧車特別料金販売11/14まで軽井沢タリアセン紅葉見頃10月中旬～11月中旬
草　津 草津グリーンパークパレス　 0279－88－3960 7,920 円 ※ 乗馬体験・餌やり（ポニー）、動物と触れ合い（ミニ豚）

片品村(尾瀬戸倉） 龍宮旅館　 0278－58－7301 6,825円 尾瀬戸倉スキー場まで車で３分
尾瀬ヶ原 龍宮小屋 （龍宮旅館で受付） 8,200円 11/1泊まで（11/ ３から冬季閉鎖）
みなかみ町 ホテル辰巳館　 0278－72－3055 10,500円 ※ 水上ノルンスキー場まで15分

埼玉 秩　父 ナチュラルファームシティ農園ホテル　 0494－22－2000 9,450円 ※ 秩父夜祭12/2･3 、奥秩父大滝紅葉まつり10/22～11/20

千葉
富　津 富津岬荘 0439－87－2611 6,400円 ※
九十九里 国民宿舎 サンライズ九十九里　 0475－76－4151 9,975円 ※
浦　安 ホテルエミオン東京ベイ　 047－304－2727 朝食のみ7,600円 ※ 10/31までハロウィン・イベント「かぼちゃのかくれんぼ」など

神奈川

鎌　倉 KKR鎌倉わかみや　 0467－25－4321 14,600円 ※

三浦海岸 マホロバマインズ三浦　 0120－046－891 本館別館
10,000円
9,000円 ※

箱根湯本 ホテル南風荘　 0460－85－5505 11,000円 ※ 箱根神社節分祭2/3、仙石原ススキ山焼き3月中旬

山梨
忍野村 セイコウ荘・一富士・長田荘 忍野村観光協会

0555－84－4222 6,615円

富士吉田 ハイランドリゾートホテル＆スパ　 0555－22－1000 14,400円 ※
石　和 くつろぎの邸くにたち　 055－263－2311 10,500円 ※ イチゴ狩り１月から、梅園・ハウス桃の花見頃３月

長野 春　日 国民宿舎 もちづき荘　 0267－52－2515 本館別館
6,500円
7,000円

静岡

熱　海 うたゆの宿熱海四季ホテル　 0120－549－026 8,400円 梅祭り（期日未定）、熱海海上花火大会12/4･11･23
東伊豆町 熱川ハイツ　  0120－56－1830 8,021円 ※ 入湯税込
河　津 菊水館　 0558－32－1018 12,600円 ※ 河津もみじまつり11月下旬から、河津桜まつり2/6～3/10頃
松　崎 伊豆まつざき荘　  0558－42－0450 9,850円 ※ 秋祭り11/2・3、わさび漬け作り体験10/1～12/16の月･水曜日

東京 奥多摩

山鳩山荘（民宿）　 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 ※

神奈川県山北町
[市町村交流]

信玄館　 0465－78－3811 13,500円 ※
丹沢湖マラソン11/27
クリスマスIN丹沢湖12月

魚山亭やまぶき　 0465－78－3911 9,450円 ※
蒼の山荘　 0465－78－3311 11,025円 ※
落合館 0465－78－3190 6,615円 ※

山梨県早川町
[市町村交流]

慶雲館　 0556－48－2111 19,845円 ※

そばまつり11/13

蓬莱館　 0556－48－2211 11,550円
俵屋旅館 0556－45－2521 9,450円
ヘルシー美里　 　＊2
　本館・コテージ 0556－48－2621 本館　   6,300円コテージ　別料金＊3
ヴィラ雨畑　 　＊2 0556－45－2213 6,300円

※契約料金は、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、入湯税別）。人数、曜日、部屋のタイプ、夕食料理、季節などにより変わる場合
があります。予約時に必ず確認してください。子ども料金はおおむね大人料金の50 ～70％です。
＊1  部分オープン期間中の料金については施設にお問い合わせください。＊2  早川町営宿泊施設「ヘルシー美里」「ヴィラ雨畑」を利用の場合は、交流宿泊助成（区民1人につき原則
として1泊2,000円、年間3泊まで）を受けられます。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。＊3  利用内容により、宿泊料金や助成額が異なります。
詳しくは、国保医療年金課保険事業係へお問い合わせください。

こくほのこくほの宿宿
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、宿泊助成をします。また、加入していな
い区民の方も、契約料金で利用できます（宿泊助成はありません）。

国保医療年金課保険事業係
（本庁舎4階☎5742－6675）問い合わせ

区議会のケーブルテレビ放送教育委員が決まりました
10月17日㈪に行われる決算特別委員
会での総括質疑の様子が、ケーブルテ
レビ品川で放送されます。
○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。

去る9月22日の第3回区議会定例会
本会議で波多野美佳氏の教育委員会
委員への任命が同意され、10月11
日付で就任しました。

波多野 美佳 氏
医師、精神保健指定医、日本精神神
経学会専門医、品川区精神障害者地
域生活安定化支援事業家庭訪問医

10月21日㈮ 10月23日㈰〈再放送〉
品川区議会自民党

14:00
〜
22:00

日本共産党品川区議団

14:00
〜
22:00

品川区議会公明党 無所属品川

民主・改革ネット 品川区議会みんなの党

日本共産党品川区議団 品川区議会自民党

無所属品川 品川区議会公明党

品川区議会みんなの党 民主・改革ネット

施設案内「こくほの宿」は国保医療年金課、地域センターで配布しています
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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）
10/11

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6日㈰午前10時～午後1時
場旗の台児童センター（旗の台5－19－5）
人3歳～小学生のお子さんと父親20組（抽選）
￥1組800円（材料費）
申10月25日㈫（必着）までに、往復はがきで講座名、住所、
参加者の氏名（ふりがな）・年齢・性別、電話・FAX番号を子
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。

親子で動物たちのえさ作りや世話を体験します。イルカの飼
育係に入門し、飼育係認定をめざします。
日11月20日㈰午前9時～午後1時　
人小学生の親子10組20人（抽選）
￥1,700円、小学生1,300円（入館料・保険料込）
場申10月31日㈪（消印有効）までに、往復はがきに「親子体
験係」とし、参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・生年月日（年
齢）・性別・電話番号をしながわ水族館（〠140－0012勝島3
－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433）へ
※結果は、11月5日㈯までに送付します。

汚れた水をきれいにする実験を行いながら、水の不思議を学
びます。
日11月6日㈰午後2時～4時　
講師／岡本正義（日本環境協会こども環境相談室相談員）　
人小学生25人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
場申10月24日㈪までに、往復はがきかFAXで講座名、参加者
の住所・氏名・年齢・電話か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）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

　パパズプログラム
　お父さんといっしょにダッチオーブンでピザ作り！ 

※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）

日12月3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「赤ちゃんとの生活」、マタニティリ
ラクセーション他
人体調の安定している区内在住の初産カップル
24組（選考）
申11月10日㈭（必着）までに、往復はがきに「二人で子
育て」とし、番号（第2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。
場問荏原保健センター☎3788－7016

母乳相談

母乳育児のポイントについて学びます。
日11月10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）
場申電話で品川保健センター☎3474－2903へ

むし歯撃退教室

日11月2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）、
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10月13日㈭から電話で、品川保健センター☎3474
－2902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）

10月16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）

10月16日㈰

　　　浅野医院 大　井 6 －21－ 5 ☎3771－2692
　　　平松クリニック 南大井 6 －17－ 7 ☎3298－6107
　　　蛇窪歯科 二　葉 2 － 4 － 2 ☎3781－1370
　　　山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137
　　　武石接骨院 豊　町 2 －17－ 8 ☎3781－4450

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

10月15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
薬

小内

歯

骨

歯

小

骨

内

薬
小内

●いきいきコース参加者募集
日12月12日～24年3月15日の月・木曜日（全24回）
①午前10時～11時30分②午後2時～3時30分
場①いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
②品川保健センター
内筋力トレーニングマシンを使ったトレーニング、ウオーキング、ストレッチ運動など
人次の全てにあてはまる方各16人（抽選）
①おおむね65歳以上②自力で会場への往復ができる③現在運動をするのに支障がない
④10月25日㈫午後（品川第一区民集会所）、28日㈮午前（いきいきラボ関ヶ原）に行
う説明会のいずれかに出席できる
￥各7,200円
申10月21日㈮までの月～金曜日・午前10時～午後5時に、本人が電話でコナミスポー
ツ＆ライフ  0120－919－573へ
問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733
●トレーニング協力員募集
内会場の準備、トレーニングの補助など　人各若干名（選考）　謝礼／2,000円
申電話でコナミスポーツ＆ライフへ

日10月25日㈫午前11時30分～午後2時
場きゅりあん（大井町駅前）
内さんまの梅風味焼き、きのこのおろし和え、さつま芋ごはん、菊花豆腐のお吸い物、
りんごのワイン煮
人70歳以上の方30人（先着）　￥800円
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台ふきん各1枚
主催／品川栄養士会
申10月20日㈭までに、電話で健康課健康づくり係☎5742－6746へ

　いきいき筋力向上トレーニング

　親子体験「水族館のイルカ飼育係になろう！」

　環境学習講座
　実験とゲームで楽しみながら学ぶ「くらしと水」

　70歳からの簡単料理教室～秋の味覚で寒さに負けないからだ作り



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
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都市計画審議会
日10月18日㈫午後2時から
場第一委員会室（議会棟6階）
審議案件／
・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
・用途地域の変更
報告案件／
・大井町－大崎都市軸整備計画
・大井町駅周辺地区まちづくり構想
・五反田駅周辺にぎわいゾーンまちづく
りビジョン
人10人（先着）
傍聴方法・問当日、午前8時30分～午
後1時30分に都市計画課（本庁舎6階☎
5742－6760）へ

知的障害者ガイドヘルパー
養成研修
研修終了後に修了証が交付され、知的障
害の方の外出支援を行うことができます。
日11月12日㈯・13日㈰
午前9時30分～午後5時30分（全2回）
※講習後、区内施設で6時間30分の実
習があります。
場西大井ほっとサロン（西大井3－1－4）
人高校生以上の学生か区内在住で18歳
以上の方30人（先着）
￥5,000円（教材・実習費込）
申11月7日㈪までに、電話かFAX、E
メールで講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号をみらい（☎6429－8110 
Fax6429－8111 honbu@npo-mirai.
org）へ
問障害者福祉課知的障害者福祉担当
☎5742－6711

自宅のリフォーム、増改築工
事資金を融資あっせんします
一般よりも低い金利で資金を借りるこ
とができるように、金融機関を紹介し
ます。工事着工前にご相談ください。
対象工事／自宅（工事後に居住する区
内にある住宅を含む）のリフォーム、
建て替え（50㎡以上80㎡未満）、増築工事
あっせん条件／
金額＝10万～1,000万円
負担利率＝年利1.5％
（災害復旧工事、耐震補強工事、アスベ
スト除去工事は年利0.7％）
返済方法＝10年以内の元金均等月額償
還（繰り上げ返済は一括返済のみ可）
申込要件／次の全てにあてはまる方
①区内在住の20歳以上の方で、継続し
て1年以上同一の住宅に居住している　
②前年の所得が1,200万円以下で、かつ
年間返済金の3倍以上ある　③住民税を
滞納していない　④都内か近県に住所
があり、十分な保証能力がある20～64
歳の連帯保証人を立てられる、または
信用保証機関などを利用する（保証料
を一括払いした場合は2分の1を助成）　
⑤申込者、連帯保証人とも現在この融
資を受けていない
※賃借の場合は所有者から工事の承諾
を得ていること。　
※建て替え、増築工事の場合は建築確
認の手続きが必要です。　
※あっせん後、金融機関で融資の審査
を受けていただきます。
●住まいの施工業者の紹介
区内の建設組合4団体からなる品川区住
宅センター協議会を通じて、住宅のリ
フォーム、増改築工事を行う区内業者
を紹介します。
問都市計画課住宅運営担当
（本庁舎6階☎5742－6777）

建築のルールを守って
住みよい安全なまちづくり
区では、違反建築防止週間に違反建築
取り締まりのための一斉公開パトロー
ルを実施します。建築基準法を守って、
市街地の良好な環境づくりにご協力く
ださい。
日10月17日㈪まで
問建築課監察担当☎5742－6771

東品川文化センター耐震工事
のお知らせ
工事期間中、一部貸し出しをお休みし
ます。詳しくはお問い合わせください。
工事期間／12月～24年3月（予定）
●レクリエーションホール
工事期間中利用不可
●スポーツ室・軽スポーツ室
通常通り利用可
※12月の月～土曜日の午前・午後は、
工事に伴う騒音・振動あり。
●その他の施設
12月の月～土曜日の午前・午後は利用
不可。1月以降、通常通り利用可
問東品川文化センター☎3472－2941

東品川シルバーセンターは
12月休館します
耐震工事による騒音・振動のため、休
館します。
工事期間／12月～24年3月（予定）
※24年1月4日㈬から通常通り開館します。
※工事期間中は、一部設備が利用でき
ない場合があります。
※詳しくはお問い合わせください。
問高齢者いきがい課シルバーセンター係
☎5742－6946

弁護士会の都内23区一斉無料
法律相談
日10月22日㈯午前10時～午後1時
申10月21日㈮午前10時～午後4時に、
特設電話☎3597－4665へ
場問区民相談室
（第三庁舎3階☎3777－2000）

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。ご
相談ください。
日10月25日㈫午前10時～午後3時
場大井第三区民集会所（西大井4－1－8）
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。

第14回スポーツフェスティバル
いろいろなスポーツを体験してみませ
んか。
日10月16日㈰午前9時30分～午後3時
内ソフトバレー、バウンドテニス、バ
ドミントン、卓球、サッカー、ダーツ、
吹き矢、トリム体操、体力測定、ノル
ディックウオーキング
￥高校生以上100円
運営／大井・八潮・立会・鈴ヶ森地区
スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で、上履
きを持って八潮学園（八潮5－11－2）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

お知らせ

スポーツ

ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（9月29日現在）147,092,824円

都内で多発するひったくりを防止するため、自転車の前かごを
すっぽりとくるむ、ひったくり防止カバー「くるみちゃん」を
無料で配布・取り付けします。
日10月19日㈬
午後3時～4時    ※雨天決行。
内式典、ひったくり実演、「く
るみちゃん」配布・取り付
け
場参当日、品川シーサイド
フォレストジュネーヴ広場
（東品川4－12－6）へ 
※自転車で来場した方に配
布します。
問地域活動課生活安全担当
☎5742－6592

ひったくりひったくり キャンペーンキャンペーンゼ
ロ

※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。

郵便振替

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／24年3月31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

9月29日現在、133,021,251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

10月は「暴力団総合対策特別強化月間」
暴力団を①恐れない②金を出さない③利用しない
④交際しない。区では品川区セーフティアップ運動
に取り組み暴力団排除を推進します。
問地域活動課生活安全担当☎5742－6592

ご相談は
近くの
警察署へ

この義援金は、税法上の寄付金控除に該当します
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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://）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

シードチャレンジ
硬式テニス大会（男子の部）
日11月13日㈰午前9時から
※準決勝、決勝は11月20日㈰。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
試合方法／ダブルスト－ナメント戦
人区の大会などで3年以内にベスト8位
に入っていない方　48組（先着）
￥1組3,000円、連盟登録者2,500円
主催／品川区テニス連盟
申11月6日㈰までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

みんなでグラウンドゴルフ～障
害のある方も気軽にスポーツを
日11月3日㈷午前9時～午後2時
場旗台小学校（旗の台4－7－11）
人会場まで来ることができる障害のある方
と家族、グラウンドゴルフに関心のある方
運営／旗の台地区スポ・レク推進委員会
申10月28日㈮までに、電話かFAXで文
化スポーツ振興課スポーツ係へ

連盟杯争奪ダブルス卓球大会
日11月6日㈰午前9時から
場総合体育館
種目／一般混合、シニア混合
一般男子・女子、シニア男子・女子
※シニア混合・男子は合計100歳以上。
シニア女子は合計110歳以上。
※混合と男女別の重複のみ1人2種目可。
￥1種目900円、連盟登録者800円
18歳以下500円
主催／品川区卓球連盟
申10月18日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

初心者なぎなた教室
日11月10日～12月1日の木曜日
午前10時～11時30分（全4回）
場南大井文化センター
（南大井1－12－6）
人区内在住か在勤の方15人（抽選）
※男性も可。
￥2,100円（保険料込）
※なぎなたは無料で貸し出し。
申10月22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､ 電話番号をスポーツ協会へ

環境経営セミナー～環境へ貢
献する経営とものづくり
日11月18日㈮午後1時30分～4時15分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／貞末良雄（メーカーズシャツ鎌倉
代表取締役会長）、池内計司（池内タオ
ル代表取締役社長）
人区内の中小規模事業者80人（先着）
申11月1日㈫（必着）までに、環境課で
配布する申込書を同課環境推進係（〠
140－8715品川区役所第二庁舎4階☎
5742－6755 Fax5742－6853）へ郵送
かFAX、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。

家族のための料理教室～免疫力
をつけ体力アップで風邪予防
日10月29日㈯午前11時30分～午後2時
場きゅりあん（大井町駅前）
内鮭の紅葉焼き、秋野菜の煮浸し、さと
芋ご飯、薬膳風スープ、黒豆柚子ゼリー
人家族の健康に関心のある69歳以下の方
30人（先着）　
￥800円
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台
ふきん各1枚　
主催／品川栄養士会
申10月26日㈬までに、電話で健康課健
康づくり係☎5742－6746へ

産業技術高専オープンカレッジ
温泉の化学～その神秘を探る
様々な効能をもたらす温泉の成分につい
て、化学の視点から探ります。　
日11月27日㈰、12月4日㈰
午後1時～3時（全2回）
人40人（抽選）
￥1,600円
場申11月10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

NTT東日本関東病院
もしもし医学セミナー
日11月12日㈯午後2時～4時
内白内障、緑内障、加齢黄斑変性症
人170人（先着）
場申月～金曜日・午後1時～3時に、電
話で同病院（東五反田5－9－22☎3448
－6651）へ
問健康課庶務係☎5742－6744

犬のしつけ方教室とペット健
康相談
日11月12日㈯午後1時30分～4時30分
場荏原保健センター
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40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。

人権啓発・社会同和教育講座Ⅱ
中央卸売市場食肉市場見学会
食肉の歴史と人権について正しく理解し
ます。
日11月7日㈪午後2時30分～4時30分
21日㈪午前8時～午後3時（全2回）
場同市場（港区港南2－7－19）
内講義「食肉の歴史と人権～食肉労働の
現在と差別」、市場見学、ビデオ視聴など
人全回出席できる18歳以上の方20人
（先着）
申10月26日㈬までに、電話かFAXで講
座名、住所、氏名（ふりがな）、電話番
号を文化スポ－ツ振興課生涯学習係へ

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して
くれる方の養成講座です。
日11月14日㈪午前9時30分～午後3時
15日㈫午前9時30分～正午
16日㈬午前9時～午後3時（全3回）
内事業概要、救命講習、保育実習など
￥1,400円（教材費）
人区内在住で、20歳以上の方20人（抽選）
場申10月22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

今年の年末こそエコでパパ家事
講座
自然素材を使った掃除術について学びま
す。快適な空間をつくって、新しい年を
迎えましょう。
日11月26日㈯午後1時30分～3時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
人男性30人（先着）　※夫婦での受講可。
託児／1歳～就学前のお子さん10人
（先着）
申11月17日㈭までに、電話かFAXに「家
事」とし、住所、氏名、年齢、電話番号、
託児希望の有無を男女共同参画センター
（☎5479－4104 Fax5479－4111）へ

パパママ応援プログラム＜小学3・4
年生コース＞小学生の心をささえる
親離れが進むこの時期の、親子のかかわ
り方についてのヒントを学びます。

日程（全4回） テーマ／講師

①11/15㈫
ささえあう心のコミュニケーショ
ン～子どもの心のささえ
山口博美（心理カウンセラー）

②11/22㈫
「タフで豊かな心」を培う～学校
で家庭で地域で
星野豊（立会小学校校長）

③11/26㈯
【公開講座】

親子で楽しい！ペーパークラフト
～飛ばそうブーメラン飛行機
中西佑二（工学博士）

④11/29㈫
子どもの「生きる力」を育む～自
立のための話し方
山口博美

※時間は午前10時～正午。

場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人区内在住か在勤で、小学3・4年生の
保護者か関心のある方40人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん15人
（先着）　※おやつ代400円。
※1歳未満のお子さんは保護者と一緒に
入室できます。
※11月26日㈯は親子で参加できます。
申10月24日㈪までに、往復はがきで講
座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、託児希望の方はお子さんの氏
名（ふりがな）・月年齢・性別を子育て
支援課在宅子育て支援係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6720）へ
○区ホームページから電子申請もできま
す。
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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 ●編み物・織物の作品仕上げ

障害者の施設で、利用者の作った編み
物や織物を作品に仕上げます。
日週1回から（月～金曜日）
10:30～11:30、13:15～14:15
場サンかもめ（八潮5）
●演芸披露
高齢者施設で、利用者が参加でき
る趣味や特技を披露します。
日月1回から（月～土曜日、祝日）
13:30～15:00
場西大井在宅サービスセンター（西大井2）
●陶芸クラブ手伝い
高齢者施設で陶芸の準備・片付け・
作業の見守りをします。
日週1回（水曜日）13:15～15:30
場ケアセンター南大井（南大井5）

●食事準備と話し相手
高齢者施設で食事の準備と話し相
手をします。
日週1回から（月～土曜日、祝日）
12:00～14:00
場なごやか大井（南大井3）
●車いす・ワゴンの清掃・整備
車輪のほこり除去、タイヤの空気圧
チェック、故障箇所のチェックをします。
日週1・2回（曜日は相談）15:00～17:00
場NTT関東病院（東五反田5）
●書道指導
高齢者施設で利用者に書道を教えます。
日週1・2回（月～土曜日、祝日）
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）

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10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。

ポ

スポーツ
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離婚に関する法律講座
離婚について慰謝料請求を中心に、手続
きの一般的な流れなどについて学びます。
日11月15日㈫午後1時30分～3時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
人30人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人
（先着）
申電話かFAXで講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号、託児希望の方はお子さ
んの年齢を男女共同参画センター（☎
5479－4104 Fax5479－4111）へ

区民大学 明治学院大学連携講座
ブータンのスローライフに学ぶ
日11月12日㈯午後2時～4時
場こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）
講師／辻信一（明治学院大学教授）
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10月31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－ツ振興
課生涯学習係へ

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ボサノバを歌おう
日10月16日～12月18日の第1・3・5日曜
日　午後1時30分～3時30分（全6回）
人15人（先着）　
￥8,000円（教材費込）
②韓国ドラマソングを歌いましょう
日10月20日～12月15日の第1・3木曜日
午後3時30分～5時（全4回）
人12人（先着）　
￥9,500円（教材費込）
③初めてでも描ける～油絵
日10月17日～12月19日の月曜日
午後6時30分～8時30分（全10回）
人15人（先着）　
￥16,500円（モチーフ代込）
④気軽に英会話＜中級＞
日10月18日～12月20日の火曜日
午後7時～9時（全10回）
※全11回のうち2回目からの途中入会。
10月18日㈫の見学可。

人ある程度話題を広げて英会話ができる
方12人（先着）
￥22,000円
⑤純銀クロッシェのアクセサリー～天然石
やパールを使ったワンランク上のジュエリー
日10月25日㈫、11月22日㈫
午後1時～3時（全2回）
人12人（先着）　
￥14,900円（教材費込）
⑥個別指導パソコン講座Ⅲ・Ⅳ
日10月24日～12月12日の月曜日
Ⅲ＝午後1時30分～3時、Ⅳ＝午後3時
30分～5時（各全6回）
人各8人（先着）
￥各24,000円（テキスト代別）
⑦米粉でイタリアン
カルツォーネ＆ニョッキ
日11月19日㈯午後1時～4時
人24人（先着）　￥3,950円（材料費込）
―――――　共　　  　通　―――――
場①②こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5
－9－11）、③～⑥メイプルセンター（西
大井駅前）、⑦きゅりあん（大井町駅前）
申電話で同センター☎3774－5050へ

秋季将棋大会
初心者の方もご参加ください。
日11月13日㈰午前10時から
※午前9時30分から受け付け。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
対戦方法／段・級別リーグ戦
人小学生以上の方
申11月2日㈬までに、往復はがきに「将
棋大会」とし、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、棋力（段・級の自己申
告）を文化スポーツ振興課文化振興係へ

ウェルカムセンター原・交流
施設～フリーマーケット募集
日11月13日㈰午前9時～午後3時
募集数／40店（抽選）
出店料／500円
場申10月22日㈯（必着）までに、往復
はがきに「フリマ」とし、住所、氏名、
年齢、電話番号を同施設（〠140－
0015西大井2－5－21）へ
問大井第三地域センター
☎3773－2000

品川清掃工場見学会
日10月22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10月20日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

第28回はたのだいまつり
ふれあいコミュニティはたのだい
日10月15日㈯正午～午後8時
16日㈰午前10時～午後3時
場旗の台文化センター・旗の台公園・
旗の台児童センター（旗の台5－19－5）
内作品展示、活動発表、模擬店、スポー
ツ大会、手作り教室、食育コーナー、ゲー
ムコーナーなど
問旗の台文化センター☎3786－5191

八潮紅葉祭
日10月29日㈯午前11時～午後3時
※雨天決行。
場八潮シルバーピア（八潮5－10－27）
内模擬店、ダンス、歌、八潮太鼓
問八潮在宅サービスセンター
☎3790－0344

晩秋の文化財めぐり～西大井か
ら大森貝塚の文化財を訪ねる
日11月12日㈯午前9時30分～午後0時
30分　※小雨決行。
コース／西大井駅～伊藤博文墓～養玉
院～金子山稲荷社～大井・原の水神池
～山王草堂（蘇峰公園）～中世の道路跡
～大森貝墟碑～大森貝塚遺跡庭園～鹿
島神社～品川歴史館　※約5㎞。
人都内在住・在勤・在学の方
100人（抽選）
￥50円（保険料）
申10月20日㈭までに、往復はがきで希
望者全員の住所・氏名・年齢・電話番
号を庶務課文化財係（〠140－8715品
川区役所☎5742－6839）へ

五反田文化センター「ふれあい文化祭」
楽しい出会い・みんなの広場
リニューアルオープン後、初めての文
化祭となります。是非ご参加ください。
日10月22日㈯午前10時～午後5時
23日㈰午前10時～午後3時
内舞台発表、作品展示、チャリティバ
ザー、模擬店、古本市など
場参当日、同センター（西五反田6－5
－1☎3492－2451）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

催　し ★

★

緊急速報「エリアメール」の配信を開始します
問い合わせ／広報広聴課☎5742－6631

　品川区では、区が配信元となりＮＴＴドコモが提供する緊急速報「エリアメール」
を活用して、災害情報を品川区のエリア内にいる方の携帯電話へ一斉配信します
（区境付近にいる場合、受信することがあります）。
　現在は、携帯電話事業者のうちＮＴＴドコモのみが緊急速報「エリアメール」
を配信していますが、今後他社でサービスが開始された場合は導入を検討します。
エリアメールの特徴
①メールアドレスなどの事前登録が不要で、通信料・月額使用料は無料です。
②ＮＴＴドコモのエリアメール対応機種で、配信エリア内にいる方が受信できま
す。品川区のエリアに緊急情報を配信するため、区民だけでなく、区内にいる方
ならどなたでも受信できます。
③受信時には専用着信音と自動表示で、素早く情報を得られます。
④回線混雑の影響を受けずに、一斉配信されるシステムです。
配信内容
　河川氾濫の恐れがあるなど、災害時の避難準備情報や、避難勧告、避難指示を
配信します。
※お使いの携帯電話が緊急速報「エリアメール」に対応しているかは、ＮＴＴド
コモにご確認ください。

「五五反反田田駅周周周辺辺 にににぎわわいいいゾーーンままちづくくりりりビジジジョンン」を策定しました
平成13年に策定した品川区市街地整備基本方針に基づき、地域の特性に応じたまちづくりを進めるため、五反田地域街づくり協議会と品川区が
協働して、地域のめざす将来像とそれに向けての実現化方策をまとめました。

対象地域
五反田駅からTOCにかけての一帯約30ヘクタールの区域
（市街地整備基本方針の「にぎわいゾーン」）

基本方針
①人が集い交流を育むにぎわいづくり
②地域資源を生かした環境・景観づくり
③安全安心のまちづくり
④まちづくりを担う人づくり・仕組みづくり

主な方策
三つの拠点（五反田駅・TOC・ゆうぽうととそれぞれの周辺）
の機能強化、まちを彩る桜の植樹、歩行者の安全性や快適性への
配慮、多様な連携による持続的な発展
※このビジョンは、まちづくりを進めるための指針として活用し、
まちづくりの進捗に応じて更新していくものです。
※詳しい内容は区ホームページでご覧いただけます。
問都市開発課都市開発担当☎5742－6764
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まちの将来のイメージ図
<３本の通りの強化>
拠点と目黒川を結ぶ歩行者動線を強化し回遊
性を高める

<環境軸の形成（目黒川）>
周辺地域と連携した環境軸の形成を図り、多
様な活用を図る。

<３つの拠点の機能強化>
立地や特性に応じた機能の充実と強化を図
り、交流を促す広場などを整備する。

<複合市街地ゾーン >
アメニティ豊かな複合市街地を形成。歩行者
機能・緑などの配置を適切に誘導する。

<業務・商業集積ゾーン >
五反田駅の交通利便性を生かした都市機能の
集積に向け、業務、商業がバランスよく調和
した、にぎわいと活気あふれる市街地を形成。

至
大
崎

至
旗
の
台



● プレミアム商品券
● 放置自転車対策
● 水とみどりの基本計画・
行動計画（案）

次号予告　10月21日号
平成23年（2011）

10/11
1808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。

防災訓練実施

9月1日㈭「防災の日」に、各小・中学校
で「児童引き渡し訓練・集団下校訓練」
が行われました。緊急時に児童を安全か
つ速やかに保護者に引き渡すため、また
安全で的確な行動をとれるようにするた
めの訓練です。（写真：日野学園）

被災者支援

被災された福島県富岡町の方の避難所
として提供していた日光しながわ光林荘
は、入所していた34世帯96人の方全員
が、福島県などの民間賃貸住宅や仮設住
宅などへ移転し、8月31日㈬をもって避
難所を閉所しました。

廃棄物減量等推進審議会

8月18日㈭、区役所で第6期品川区廃棄
物減量等推進審議会が開かれ、濱野区長
が「資源循環型社会の構築に向けた今後
の清掃・リサイクル施策のあり方」につ
いて諮問しました。

災害時に理容サービスを

8月8日㈪、区と東京都理容生活衛生同業
組合品川支部による、災害時における理
容サービス業務の提供に関する協定書の
調印式が、区役所で行われました。これ
は区の避難所で被災された方の理容サー
ビスを行うための協定です。

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

9月1日㈭、旧東海道にある北品川商店街協
同組合に、空き店舗を活用した茶屋「東海道
品川宿　遊」がオープンしました。入り口は、
江戸時代の茶屋を思わせるような木造引き戸。
茶屋ではありますが、昼の時間帯（午前11時
～午後1時）は、穴子膳、まぐろ膳、焼き魚
膳のほか季節の弁当が楽しめます。午後1時
～4時は、あんみつなどの甘味やお菓子付き
抹茶で一息つける本格茶屋となり、午後5時
からは居酒屋へと“変身”します。

8月25日㈭、区内3カ所の駅頭で、自転車の放置禁止・盗
難防止キャンペーンが行われました。この日は、区内で
多発する自転車の盗難を防止するため、品川区セーフティ
アップ運動の一環として区内4警察署と区民が連携し、自
転車の放置禁止・盗難防止キャンペーンを、大井町駅・
大崎駅・武蔵小山駅周辺で実施しました。

しながわ水族館では、8月19日㈮・20日㈯・26日㈮・27
日㈯の4日間限定で営業時間を延長し、イルカスタジアム
で「イルカのビアガーデン」を開催しました。また東日本
大震災復興支援として、ペンギン型の義援金箱を設置。区
と災害時の相互援助協定を結んでいる岩手県宮古市のいか
せんべいや南部せんべい、漬物、塩なども販売しました。

自転車の放置禁止・自転車の放置禁止・
盗難防止キャンペーン盗難防止キャンペーン

イルカのビアガーデンイルカのビアガーデン
を開催しましたを開催しました

区内区内
各地で夏の各地で夏の
イベントイベント
！！

北品川に茶屋北品川に茶屋
「東海道品川宿 遊」オープン「東海道品川宿 遊」オープン
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8月27日㈯、大井町駅前中央通りで
「大井フェスタ」、夜は「大井どんたく」

8
月
27
日
㈯
・
28
日
㈰
、
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で
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8月28日㈰、大井町駅前中央通りで
「大井フェスタ国際交流フェア」

9月4日㈰、目黒駅東口目黒通り周
辺で「がんばれ！宮古市　目黒
のさんま祭り」


