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お宝発見  つまみ食いウオーク
日12月3日㈯午前11時～午後3時　※受付は正午まで。
コース／①戸越公園（豊町2－1）コース　②西小山コース
人各1,500人（先着）
申11月10日㈭（必着）までに、往復はがきかホームペー
ジの申込フォームに「しながわつまみ食いウオーク」とし、
コース、人数（6人まで）、代表者の住所・氏名・電話番号
を同事務局（〠225－0003横浜市青葉区新石川2－5－5
HP www.tokyuensen.com/）へ
問同事務局☎045－904－6319　
商業・観光課☎5498－6335

大好評！

このステッカーの
あるお店で商品券
を利用できます。

10％お得な 品川区商店街連合会☎5498－5931
商業・観光課☎5498－6332

11月1日
㈫

販売開始

24年2月29日㈬

3億円（3万冊）
※額面総額3億3,000万円分。

1冊10,000円　
※500円券22枚つづり11,000円分。
※1人5冊（5万円）まで購入可能。

●区内の約2,200（大型店は除く）のお店
●しながわ水族館
● 大和・国際・帝都・日本・荏原交通の各タク

シー会社
　 ※詳しくは、販売場所にある取扱店一覧か品川区商

店街連合会のホームページ HP shoren.shinagawa.
or.jp/をご覧ください。

　 ※商品券は、つり銭のないようご利用ください。

商品券を利用できるお店など

販売場所で申込用紙に住所・氏名などを記入
し、購入。

販売方法
●区内42郵便局
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　 ※品川郵便局は月～金曜日午後7時まで、土曜日

は午後3時まで。

●品川区商店街連合会事務局
　（西品川1－28－3中小企業センター4階）
　月～金曜日　午前10時～午後7時
　※11月20日㈰までは土・日曜日も販売。

●区内商店街など
　月～金曜日　午前10時～午後5時

◆北品川商店街事務所
（北品川2－4－17☎3471－3568）

◆青物横丁商店街
スーパー平野屋（土・日・祝日も販売）

（南品川2－7－12☎3471－7495）
◆戸越銀座商店街事務所

（戸越1－15－16☎3788－1474）
◆武蔵小山商店街事務所（土・日・祝日も販売）

（小山3－23－5☎3786－1001）
◆中延商店街事務所

（東中延2－7－19☎3786－0201）
◆荏原町商店街事務所

（中延5－6－16☎3783－8221）

販売場所 ※販売は祝日を除く。

使用期限

販売額

販売単価

区内在住、在勤を問わず
どなたでも購入できます
※商店街・商品券取り扱い商店主が購入
することはできません。

見　本

プレミアム付き
区内共通商品券販売

荏原地区の商店街
東急沿線いいもの巡り

申込受付は
11月1日㈫から

売り切れ
次第終了

第6回

荏原地区の商店街を特製マッ
プを参考に、つまみ食いを楽
しみながら巡ります。
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放置自転車

迷惑です！

〈
広
告
〉

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

12月～24年3月の有
料広告の申し込みは、
10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。 

撤去した自転車・バイクは
八潮北保管所・不動前保管所で保管し、
返還の際には保管料をいただきます

●八潮北保管所（自転車・バイク）
場所／八潮1－3－１
品川シーサイド駅徒歩9分　☎3790－8820

●不動前保管所（自転車のみ）
場所／西五反田3－11－14
不動前駅徒歩5分　☎5436－8885

開設時間／午前10時～午後7時
※12月29日～1月3日は休み。
持参する物／（1）引き取りにくる方の氏名・住所が確認で
きるもの（保険証・運転免許証など）

（2）自転車・バイクのかぎ
（3）保管料（自転車3,000円、バイク5,000円）

放置自転車クリーンキャンペーン

大井町・武蔵小山・青物横丁・中延駅の4駅で、警察署
や関係機関、区民の方と協働し、区内での自転車・バ
イクの利用の自粛や駅前・商店街での放置禁止を訴え
ていきます。

　道路はみんなが通行するためのものです。駅周辺などの道路
上に自転車・バイクを放置すると、通行の妨げになり危険です。
　区では、有料駐輪場の整備や放置自転車・バイクの警告・撤
去などを行っています。放置自転車をなくすためには、皆さん
のご理解とご協力が必要です。自転車・バイクは道路などに放
置せず、駐輪場を利用しましょう。

土木管理課自転車対策係☎5742－6786

放置自転車

迷惑です！
品川区内の駅周辺における
1日の放置台数（22年10月調査）

自転車　1,727台

バイク　　264台

計　　1,991台

　駅周辺や商店街など様々な場所で、放置されている
自転車・バイクが道路をふさぎ、通行の妨げになって
います。高齢者や身体の不自由な方、幼児などにとっ
て危険な障害物であるばかりでなく、救急車や消防車
の緊急活動の妨げにもなります。

　放置とは、駐輪した自転車・バイクから離れ、直
ちに移動させることができない状態をいいます。道
路のほか、公園・駅前広場などでも、駐輪しその場
を離れたら放置となりますので、自転車・バイクは、
駐輪場に停めてください。

　区では、区内23駅周辺を自転車・バイクの
放置禁止区域に指定しています。この区域内
では、道路などに自転車・バイクを置くと「即
時撤去」の対象となります。また、放置禁止区
域外でも、交通の障害となったり、長期間放置
されている場合は撤去します。
※区ホームページに区内全ての放置禁止区域
を掲載しています。

　歩くことが健康への第一歩です。健康な身体
を維持するためにも自転車・バイクの利用を自
粛し歩きましょう。皆さんのご協力をお願いし
ます。

10月22日㈯～31日㈪

問い合わせ

道路は
駐輪場では
ありません！

たとえ短時間
でも放置です！

健康のために
歩きましょう！

駅周辺では
自転車・バイクの
放置を禁止
しています
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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）
11月12日㈯・26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・鈴ケ森・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ー・図書館
などに置いてあります。掲載希望の方
は、電話かFAXでお申し込みください。
12月号の掲載は、11月23日㈷までで
す。

  フリーマーケット
■出店者募集
●11月3日㈷午前10時～午後4時
※雨天の場合は6日㈰。
場荏原南公園（荏原6－16）
募集数／50店　
出店料／無料
申電話で村吉☎080－5493－1728へ
●11月5日㈯・6日㈰
午前10時～午後2時
募集数／60店　
出店料／600円
場申当日、しながわ区民公園（勝島3
－2）へ
問守本☎3763－7613
●11月23日㈷午前10時～午後3時
場戸越公園（豊町2－1）
募集数／20店　
出店料／無料
申Eメ－ルで三光 furima@fuboren.
comへ

  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
の方はどなたでも出品できます。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。
※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）。　※11月12日㈯は臨時休業。

　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。

●旗の台店　婦人コート出品募集
日10月23日㈰～29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。
　大井町店　 

オレンジリボン・キャンペーン
児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボン
を使用して様々な活動を行い、児童虐待防止運
動について広く知ってもらう
ためのキャンペーンです。

子育て支援課児童家庭相談係☎5742－6959

オレンジリボンをたすきに仕立て、渋谷ハチ公
前から横浜の山下公園まで、リボンをつなぎな
がらリレーをします。ぜひ、応援に来てください。
日10月30日㈰午前11時40分頃
場第一京浜国道沿い（北品川駅～新馬場駅）　
中継点：品川児童相談所（北品川3－7－21）

養育家庭体験発表会
「ほっとファミリー」の里親や里子の方の
お話を聴く貴重な機会です。
日11月26日㈯午前10時～11時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人100人（先着）
申電話かFAXで発表会名、住所、氏名、
電話番号を子育て支援センター（☎5749
－1032 Fax5749－1036）へ

屋根に降った雨水をタンクにためて
●庭木の水やり（水道代節約）
●いざというときの水の確保
●浸水被害の軽減

などに役立ちます。

《助成対象》
●区内に雨水利用タンクを設置する方

《助成内容》
●タンク本体購入費とタンク設置工事
費を合わせた額の2分の1を助成

（上限5万円。そのうちタンク設置工事
費の上限は1万5千円）

宅地内の雨水排水設備（管や桝
ます

）を浸透式にすることにより、雨水を地中に浸透
させ、浸水被害を軽減させます。

《助成対象》
●区内で新築・改築などにより浸
透施設を設置する方

《助成内容》
●設置工事費の全額を助成（1件
上限40万円）

※助成制度の利用について一定の
要件がありますので、事前にお問
い合わせください。

建物の新築・改築を予定されている皆さんへ

11月は児童虐待防止推進月間です

雨水利用タンク設置助成 宅地内雨水浸透施設設置助成

雨水を利用した
家づくり

浸水被害を軽減する
まちづくり＋ 助成 制度を

浸透管雨水浸透ます

雨水利用タンク

利用して　
みませんか

オレンジリボン
たすきリレー

もしかしたら…
虐待かな？と思ったら、
迷わず速やかに

しながわ見守りホットライン

☎3772－6622

下記までご連絡ください。
秘密は守られます。

問い合わせ

ほっとファミリーとは
いろいろな理由で親と一緒に暮
らすことのできない子どもたち
を一定期間、養育する養育家
庭を東京都では「ほっとファミ
リー」と呼んでいます。

都市整備下水道課工務係☎5742−6794問い合わせ●申込方法など、詳しくはお問い合わせください
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日11月6日㈰午前11時30分～午後2時30分（午前11時から受け付け）
場しながわ区民公園（勝島3－2）
人ひとり親家庭の親子50人（先着）　※子どもは4歳以上。
￥1世帯1,000円（保険料込）
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申10月31日㈪までに、電話で子育て支援課☎5742－6589へ

バーべキューを楽しみ、親子のきずなを深めませんか。
日11月23日㈷午前10時30分～午後2時30分　※雨天決行。
場みなとが丘ふ頭公園（八潮3－1）
人区内在住で、4 ～16歳のお子さんと保護者20組100人（抽選）
※1家族5人まで。
￥1,000円、中学生800円、小学生以下500円（食材費・燃料費・保険代込）
申11月7日㈪（必着）までに、往復はがきに「親子BBQ」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

ひとり親家庭　親子デイキャンプ

親子野外体験バーベキュー

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

　11月に参加できる主な事業
●身体測定
　01日㈫＝東品川保、西五反田保
　02日㈬＝大井倉田保（幼児）
　08日㈫＝荏原西保
　09日㈬＝東大井保
　16日㈬＝八潮西保
　17日㈭＝西中延保
●園庭開放
　月～金＝ 西品川保、東五反田保
　　　　　 源氏前保・冨士見台保（午

前10時～正午）
　　　　　 大崎保（午後1時～3時）
　火＝ 西中延保
　　　台場保（8日を除く）
　　　伊藤幼（15日・29日を除く）
　水＝ 西五反田第二保
　　　第一日野幼（23日を除く）
　火・木＝荏原保
　30日㈬＝浜川幼、城南幼
●キッズタイム
　14日㈪＝伊藤保（2歳児）
　21日㈪＝伊藤保（1歳児）　
　28日㈪＝伊藤保（1・2歳児）
●絵本の広場
　17日㈭＝西中延保
●こどもまつり
　16日㈬、17日㈭＝大井保
●お茶会
　17日㈭＝小山台保
●給食を知ろう会
　11日㈮＝二葉保（午後6時～7時）
　18日㈮＝南大井保、水神保
●運動プログラム
　16日㈬＝旗の台保

●やきいも会
　02日㈬＝ 南大井保（雨天時4日）
　　　　　 中原保、東中延保、水神保
　　　　　 西五反田保
　04日㈮＝八潮西保
　08日㈫＝ 滝王子保、小山台保、八

潮南保、源氏前保
　09日㈬＝ 西品川保、東品川保、三

ツ木保
　10日㈭＝ゆたか保、西中延保
　16日㈬＝冨士見台保
●リズム遊び
　10日㈭、17日㈭、24日㈭＝南大井保
　16日㈬＝ゆたか保
●お店やさんごっこ
　17日㈭＝西大井保
●東中フェスティバル
　17日㈭、18日㈮＝東中延保
●オータムフェスティバル
　16日㈬＝源氏前保
●お話会
　24日㈭＝中原保（幼児）　
●体の話
　29日㈫＝中原保（幼児）　
●子育て相談
　9日㈬＝平塚幼
●施設開放（0～2歳児親子対象）
　4日㈮、30日㈬＝八潮わかば幼

　（午前10時～11時30分）
●保育体験
　 39園で実施（二葉つぼみ保育園と

北品川第二保育園を除く）

※保＝保育園　幼＝幼稚園

シルバーパスのお知らせ

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24年9月30日）を発行しています。
￥23年度区民税が課税の方 20,510円
23年度区民税が非課税の方 1,000円
※23年度課税でも、合計所得金額が125万円以下の方は1,000円。
問東京バス協会☎5308－6950

　

10月31日㈪は特別区民税・都民税
（普通徴収）第3期分の納期限です
　口座振替やコンビニ、携帯電話を利用
したモバイルレジでの納付もできます。
　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もあります。
問税務課収納管理係☎5742－6669

第195回東京都都市計画審議会
日11月22日㈫午後1時30分
場特別会議室A（都庁第一本庁舎42階）
人15人（抽選）
申10月31日㈪（消印有効）までに、往復
はがき（1人1通）で住所、氏名、電話番
号を東京都都市計画課（〠163－8001
都市整備局☎5388－3225）へ
※詳しくは都ホームページをご覧いただ
くかお問い合わせください。
※区関連案件は、広町一丁目周辺地区に
係る用途地域の変更です。
問都市計画課☎5742－6760

第2回品川区次世代育成支援対
策推進協議会を開催します
日10月31日㈪午後1時30分から
場第一委員会室（議会棟6階）
内後期行動計画の進捗状況
人10人（先着）
傍聴方法／当日、午後1時15分までに青
少年育成課計画調整係（第二庁舎7階☎
5742－6385）へ

ひとり親家庭等医療助成の現況
届（更新）を送ります
　ひとり親家庭の方が、病気やけがなど
で病院を受診した際に医療機関で支払う
保険診療費の自己負担分の一部を区が助
成します。
　現在、医療証（有効期限12月31日）
をお持ちの方には、10月下旬に現況届用
紙を送ります。24年1月以降も引き続き
医療費助成を受けるためには、更新手続
きが必要です。　
　また、現在医療費助成を受けていない
ひとり親家庭の方は、新たに申請が必要
です。詳しくはお問い合わせください。
問子育て支援課手当・医療助成係
☎5742－6721

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）
10/21情報館 情報館は4〜7ページです

お知らせ

 ※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。

品川区在住の日本画家鳥山玲さんを囲んで、なかなか身近に触れることの少
ない“日本画を感じる”がテーマ。伝統的な絵の具（画材）の美しさをはじめ、
日本画の表現技法、おもしろさを学びながら、実際に触れてみる、そして、そ
れぞれが表現してみるなど、日本的表現を体感しましょう。
日11月19日㈯・26日㈯午前9時～11時
人区内在住か在学の小学生～高校生各20人（抽選）
場申11月9日㈬（必着）までに、はがきで希望日、住所、氏名、学校名、学
年をＯ美術館（〠141－0032大崎1－6－2☎3495－4040）へ

11月6日㈰に開催されるコンサートのリハーサルがご覧になれます。
日11月5日㈯午後6時～7時
出演／飯森範親（指揮）、川久保賜紀（バイオリン）、遠藤真理（チェロ）
山形交響楽団
場・観覧方法／午後5時45分までに、直接きゅりあん大ホール（大井町駅前）へ
※開演後は入場できません。
問品川文化振興事業団☎5479－4112

●10月30日㈰～11月1日㈫午前10時～午後4時
公開文化財 公開場所 最寄り駅

伊藤博文墓 西大井6－10－18 西大井駅3分
●11月3日㈷～6日㈰午前10時～午後4時

公開文化財 公開場所 最寄り駅
神輿

品川神社（北品川3－7－15） 新馬場駅北口5分
板垣退助墓
銅造阿弥陀如来立像

養願寺（北品川2－3－12） 新馬場駅北口5分
木造不動三尊像
千躰荒神堂奉納扁額 海雲寺（南品川3－5－21） 青物横丁駅5分
戸越八幡神社奉納絵馬

戸越八幡神社（戸越2－6－23）戸越公園駅10分
戸越八幡神社石造狛犬　
木造阿弥陀如来坐像 行慶寺（戸越2－6－31） 戸越公園駅10分
※法事などにより、公開されない時間帯があります。
●通年公開　午前6時～午後6時　（都指定文化財）

公開文化財 公開場所 最寄り駅
江戸六地蔵の一つ
銅造地蔵菩薩坐像 品川寺（南品川3－5－17） 青物横丁駅5分

品川区民芸術祭 2011

文化財一般公開
ふだんは公開されていないものも含
め、区内の指定文化財を公開します。
問庶務課文化財係☎5742－6839　

小中高生のＯ
オー

美術館ワークショップ（体験型講座）
“鳥山玲とふれる日本画、そして日本的美しさ”

ラ・フランス　コンサート～マエストロ飯森＆山形交響楽団
公開リハーサル

当日、直接お越しください
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家庭用電気式生ごみ処理機購入
費の一部を助成します
集合住宅などでも使用できる家庭用電気
式生ごみ処理機の購入費を助成します。
人区内在住で、家庭用電気式生ごみ処理
機を購入予定の方
※購入日から3カ月を経過していない方
も対象となります。
助成額／本体購入価格の3分の1

（上限20,000円）
申はがきに「生ごみ処理機」とし、住所、
氏名、電話番号、購入予定金額を品川区
清掃事務所（〠141－0032大崎1－14－
1☎3490－7098）へ
○区ホームページから電子申請もできます。
助成方法／助成の決定通知が届いた後、
販売店などで発行された領収書か区指定
の証明書を添えて申請

10月からの子ども手当受給のた
めの申請書を送ります　
　10月からの子ども手当の支給は、今ま
で受給されていた方を含め、全ての方が
申請する必要があります。
　今まで受給されていた方には10月下旬
に、子ども手当認定請求書（勧奨用）を

送ります。
申請の経過措置／
● 9月30日以前から品川区に住所があり、
24年3月31日までに申請した方は10月分
から支給
● 10月1日以降に転入した方は、申請し
た翌月分から支給（遡っての支給はあり
ません）
手当振り込み予定／
● 12月28日までの申請＝24年2月
● 12月28日以降の申請＝24年4月以降
申請求書と必要書類を子育て支援課手
当・医療助成係（〠140－8715品川区
役所本庁舎7階☎5742－6721）へ郵送

特別区職員採用フォーラム
日12月2日㈮午後0時50分～4時
場文京シビックホール

（文京区春日1－16－21）
内採用試験概要説明、講演、現役職員
によるパネルディスカッション他
人24年度以降の採用試験の受験資格の
ある方1,800人程度（抽選）
申11月7日㈪（消印有効）までに、往復
はがきでフォーラム名、住所、氏名（ふ
りがな）、生年月日、電話番号、希望職

種を特別区人事委員会事務局任用課（〠
102－0072千代田区飯田橋3－5－1☎
5210－9787）へ
※ HP www.tokyo23city.or.jp/saiyou-
siken.htmからも申し込めます。
問人事課人事係☎5742－6628

在宅介護者宿泊研修
日11月26日㈯～27日㈰（荏原特別養護
老人ホーム午前9時集合・午後4時30分
解散、1泊2日、往復バス）
場伊香保温泉（群馬県）
内交流、意見交換など
人要支援2以上の高齢者を在宅で介護して
いる方45人（1家族1人、初めての方優先）
￥3,000円
申11月4日㈮までの月～土曜日に、電話
で成幸在宅介護支援センター☎3787－
7493へ

品川介護福祉専門学校　
一般入学選考（第1期）学生募集
修業年限／2年（昼間）
選考日程／11月1日㈫～12月22日㈭のう
ち1日
取得資格／介護福祉士

人次のいずれかにあてはまる方
①高校を卒業か24年3月に卒業見込み
②高校卒業者と同等の学力があると認め
られた
入学検定料／13,000円
募集要項配布場所／同校（西品川1－28
－3）、図書館、地域センター他
問同校☎5498－6364
※学校見学を受付中です。

国民健康保険の保険証に
臓器提供意思表示欄
　臓器移植法の改正に伴い、移植医療に
対する理解を深めていただくため、国民
健康保険被保険者証（保険証）の裏面が、
臓器提供意思表示欄を設けたものに変更
になりました。
　臓器移植、臓器提供の詳細については、
下記「日本臓器移植ネットワーク」にお
問い合わせください。
問国保医療年金課資格係☎5742－6676
臓器移植、臓器提供に関する問い合わせ／
日本臓器移植ネットワーク

0120－78－1069
携帯電話からは☎03－3502－2071
HP www.jotnw.or.jp/

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

不登校・ひきこもりなど、お子さんの悩
みを話し合う教室です。
日11月7日㈪午後2時～4時
人不登校・ひきこもりなどのお子さんを
もつ家族
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

日11月12日㈯午後1時～3時
講師／野村忠良

（都精神障がい者家族連合会会長）
人精神障害者の家族と関係者50人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

●精神保健相談（こころの病気など）
品川保健センター／1日㈫
大井保健センター／2日㈬
荏原保健センター／18日㈮
●うつ病あんしん相談
品川保健センター／25日㈮
大井保健センター／2日㈬
荏原保健センター／2日㈬

●高齢期のこころの相談
品川保健センター／14日㈪
大井保健センター／16日㈬
荏原保健センター／30日㈬
●児童思春期のこころの相談
品川保健センター／2日㈬
大井保健センター／24日㈭
荏原保健センター／24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）

10月23日㈰
30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23日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
 大森レインボ－歯科 南大井 6 －17－10 ☎3764－0018
 古沢歯科診療所 二　葉 4 －14－16 ☎3781－5068
 飯塚接骨院 南大井 4 －11－ 6 ☎3763－3270
 荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

10月30日㈰

 川村内科クリニック 八　潮 5 － 8 －47 ☎3799－1577
 轟歯科医院 南大井 6 －19－16 ☎3762－7020
 皆川歯科医院 二　葉 1 －12－10 ☎5702－5888
 行方接骨院 八　潮 5 － 2 － 2 ☎3799－5809
 かとう整骨院 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525

  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22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

10月29日㈯
　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
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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。
　検診の種類によって日時などが異なります。詳しくは、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。

思春期家族教室 11月のこころの健康専門医相談精神保健講演会
「精神障がい者の支援を考える」

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！

乳がん検診（申込制・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

子宮がん検診（受診券有り）…20歳以上（偶数年齢時）

契約医療機関

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

○ 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。
○71歳以上の方を対象にした乳がん視触診健診は9月末日をもって終了となりました。
○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

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
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トリムフェスティバル21
日内11月3日㈷午前10時～正午＝トリム
体操、お楽しみゲーム
午後1時～3時30分＝ソフトバレーボール
主催／品川区トリム体操連盟
場参当日、運動できる服装と上履きを
持って総合体育館へ
問健康課健康づくり係☎5742－6746

品川バスケットボールフェスタ
日11月13日㈰正午～午後6時
内黒田電気ブリット・スピリッツvs石川
ブルースパークス（ＪＢＬ2リーグ）
荏原ヴィッキーズvs山梨クイーンビーズ・
ビッグブルー東京vs日立ハイテククー
ガーズ（ＷＪＢＬ日本リーグ）
人小学生以上の方　主催／同実行委員会
場・観覧方法／当日、直接総合体育館へ
※午前9時30分から区内中学バスケ部が
参加する「元全日本代表選手によるバス
ケットボールクリニック」も観覧できます。
問スポーツ協会

陸上競技初心者審判講習会
日11月17日㈭午後7時10分～8時30分
場総合体育館
内陸上競技全般の初歩的な規則の説明など
人大会などの役員として協力できる18歳
以上の方
￥1,000円、協会登録者800円
主催／品川区陸上競技協会
申11月8日㈫までに、はがきかFAXで講
習会名、住所、氏名、年齢、電話番号、
簡単なスポーツ歴をスポーツ協会へ

体育指導委員会杯スポーツ大会
①パパ・ママバレーボール大会（9人制）
日11月20日㈰午前9時から
場総合体育館、戸越体育館
チーム編成／区内在住か在勤で、40歳
以上の男女9～15人　
※既婚・未婚は問いません。
※男性の常時出場は2・3人。
￥1チーム4,000円

②ソフトバレーボール大会（4人制）
日11月27日㈰午前9時から
場総合体育館
チーム編成／区内在住か在勤の方4～6人

（1）13歳（中学生）以上男女混合の部
（2）40歳以上男女混合の部
※女性の常時出場は2人以上。女性だけ
のチームでも参加可。
※（1）（2）の重複参加不可。
￥1チーム2,000円
───────共　　通───────
申11月9日㈬までに、費用を持って文化
スポーツ振興課スポーツ係へ
※①②の重複参加可。
※キャプテン会議は、11月16日㈬午後7
時から総合体育館。

健康大学しながわ
第5回公開講座

　

日11月19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）
持ち物／上履き、タオル、飲み物
人60人（先着）
申11月16日㈬までに、電話で品川保健
センター☎3474－2225へ

交通安全教室～参加・体験型
日11月7日㈪午前10時～11時30分
※雨天時は9日㈬に順延。
場大井競馬場（勝島2－1）　※大井町駅
東口から会場まで送迎バスを運行。
内シートベルト体験車、自転車教室、シ
ニアカーの体験乗車など
人区内在住で、60歳以上の方50人（先着）
申10月31日㈪までに、電話で土木管理
課交通安全係☎5742－6615へ

公園で愛犬と一緒に楽しむため
のマナー講習会

内警察犬訓練士によるデモンストレー
ション、実技指導、質疑応答他
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。

環境学習講座
ハーブと草花のコンテナガーデン
香りを楽しめるハーブを入れたかわいい
コンテナガーデンを作ります。
日11月18日㈮午後2時～4時　

講師／原由紀子（生活園芸家）　　　　
人20人（抽選）
￥700円（保険料込）
場申10月31日㈪（必着）までに、往復
はがきで講座名、参加者の住所・氏名・
年齢・電話番号を環境情報活動センター

（〠140－8715品川区役所第三庁舎3階
☎5742－6533）へ　
※ HP shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

杉野学園公開講座
色の世界へふみ出そう
色彩に関する理論、法則性、心理などを
学び、日常生活にいかしてみませんか。
日11月19日㈯午後2時～3時30分
場杉野服飾大学（上大崎4－6－19）
講師／榑松次郎（杉野服飾大学教授）
人16歳以上の方100人（抽選）
申11月9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
○区ホームページから電子申請もできます。

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）
10/21情報館 キッズ・シニアクラブは4ページ、健康ひろばは5ページです

講座・講演

　区立幼稚園
人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれた
お子さん（抽選）
①2年保育＝平成19年4月2日～20年4月1日
②1年保育＝平成18年4月2日～19年4月1日
募集案内配布場所／区立幼稚園、保育課（第二庁舎7階）
申11月1日㈫・2日㈬午後1時30分～3時に、申込書とお子さんの
住民票の写し（外国籍の方は登録原票記載事項証明書）を持っ
て入園を希望する幼稚園へ
入園説明会／10月27日㈭午前10時～11時30分、講堂（第三庁
舎6階）
問保育課入園相談係☎5742－6725

　区立認定こども園
人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期
間に生まれたお子さん（抽選）
①2年保育＝平成19年4月2日～20年4月1日
②1年保育＝平成18年4月2日～19年4月1日
募集案内配布場所／区立認定こども園、保育課

（第二庁舎7階）
申11月15日㈫・16日㈬午前9時30分～午後5時に、
申込書とお子さんの住民票の写し（外国籍の方は
登録原票記載事項証明書）を持って入園を希望す
る認定こども園へ
問保育課入園相談係☎5742－6725

幼稚園名　 所在地 電話番号
城南幼稚園　 南品川2－8－21 3471－7584

平塚幼稚園 荏原4－5－22
（仮設園舎）　 3781－8913

浜川幼稚園　 南大井4－3－14 3761－6395
御殿山幼稚園　 北品川3－7－43 5781－3907
伊藤幼稚園 西大井5－22－8　 3775－8028
第一日野幼稚園 西五反田6－5－6 3493－7264
台場幼稚園 東品川1－8－30 3472－8378
二葉幼稚園 二葉1－3－24 3785－9560
八潮わかば幼稚園 八潮5－6－32 3799－1542

※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。
※2年保育については、受付締切日に応募人数が10人未満の場合は、
学級編制を行いません。その場合は、「クラス編成されない場合の希望
幼稚園」に編入することになり、電話で連絡します。

認定こども園名 所在地 電話番号
一本橋保育園 大井2－25－1 3775－4351
五反田保育園 東五反田2－15－6 3445－4534
旗の台保育園 旗の台5－19－5 3784－1903

※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。

ぷりすくーる西五反田
（幼児教育部門）

就学前のお子さんの保育と教育を行う公
設民営の就学前乳幼児教育施設です。保
育園部門（0 ～2歳児）と幼児教育部門（3
～5歳児）があります。
人保護者が送り迎えできる、次の期間に
生まれたお子さん（選考）
新3歳児＝平成20年4月2日～21年4月1日
新4歳児＝平成19年4月2日～20年4月1日
新5歳児＝平成18年4月2日～19年4月1日
※募集人数など、詳しくは募集要項をご
覧ください。
願書配布／11月4日㈮から
入園説明会／11月9日㈬午後5時～6時
申込期間／11月15日㈫～22日㈫
場申願書を持ってぷりすくーる西五反田

（西五反田3－9－9☎5759－8081）へ
問保育課保育計画係☎5742－6723

24年度園児募集

日時 場所

11/19
㈯

①午前9時30分
～11時30分

東品川海上公園
（東品川3－9）

②午後2時～4時 西大井広場公園
（西大井駅前）

11/20
㈰

③午前9時30分
～11時30分

しながわ中央公園
（区役所前）

④午後2時～4時 戸越公園
（豊町2－1）

第54回  品川区民水泳大会
日12月4日㈰午前10時から
場日野学園温水プール（東五反田2－11－1）
￥1種目400円、リレー1チーム1,000円　※1人3種目まで（リレーを除く）。
※大会記録に挑戦するチャレンジレースがあります。
主催／品川区水泳連盟
申11月16日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ

自由形 平泳ぎ 背泳 バタフライ 個人
メドレー リレー

小学1・2年生 25･50

50 50 50

100

100

小学3・4年生 25･50･100

200

小学5・6年生

50･100中学生
100 100 100

高校生

一　般 25･50 25 25 25

無差別 400 200

種目
対象

スポーツ

内容 講師
講義

「うつ病予防と
心の健康づくり」

西松能子
（立正大学教授）

実技
「太極拳をして健康で

長生きしましょう」

坂井美恵
（日本圓華會代表）

単位：m
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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

メイプルセンターの講座
①品川の匠シリーズ～面打ち・木工彫刻
日10月27日～12月22日の木曜日
午後3時30分～5時30分（全8回）
※全10回のうち3回目からの途中入会。
人12人（先着）　￥16,000円（教材費別）
②中高年の基礎英語～中学基礎程度
日11月1日～12月20日の火曜日
午前10時15分～11時45分（全8回）
※全11回のうち4回目からの途中入会。
人12人（先着）
￥13,600円（テキスト代別）
───────共　　通───────
場申電話で同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ

文化・芸術の秋をめぐる
施設見学会
区民の皆さんに品川区をもっと知っても
らうため、施設見学会を行っています。
日11月22日㈫午前9時～午後3時

（区役所集合、往復バス）

内五反田文化センター（プラネタリウム）、
Ｏ美術館、品川歴史館（特別展）を見学
人区内在住の方40人（抽選）
※最少催行人数20人。
申10月31日㈪までに、往復はがきで全員
の住所・氏名・年齢・電話番号を、広報
広聴課（〠140－8715品川区役所☎3771
－2000）へ　※昼食はご持参ください。

第107回品川区合唱祭
区内で活動している合唱団体やサークル
が、日頃の練習の成果を発表します。
日11月13日㈰午前10時30分開場
講評者／伊藤幹翁（作曲家）
場 ・ 観覧方法／当日、直接きゅりあん（大
井町駅前）へ
問文化スポーツ振興課文化振興係

防災ポスターコンクール作品展
「家庭でできる防災対策」などを主題と
した、小・中学生の作品を展示します。
日10月23日㈰～11月6日㈰
午前8時30分～午後5時　
※土曜日、祝日を除く。
場第二庁舎3階ロビー
問防災課☎5742－6696

西丹沢もみじ祭り
品川＆山北ふれあい交流
地元産の炭で煮立てた「シシ鍋」を囲み、
紅葉を眺めながら楽しみます。
日11月12日㈯午前11時～午後2時
場中川バーベキューセンター（神奈川県
山北町）　※新松田駅下車、バス約1時間。
内シシ鍋（酒1合付き）、芸能大会、カラ
オケ大会、地元特産品販売　他　
人850人（先着）
￥3,200円　
※新松田駅から専用バス利用の場合は
3,800円。
申直接、山北町観光協会☎0465－75－
2717へ

第9回品川区長杯麻雀大会
日11月23日㈷午前11時～午後5時
場きゅりあん（大井町駅前）
人区内在住で、20歳以上の方100人（抽選）
￥2,000円
申11月4日㈮（必着）までに、往復はが
きで大会名、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を麻雀連絡協議会・安田輝和

（〠141－0032大崎4－1－14）へ
問文化スポーツ振興課文化振興係

第10回さくら会まつり
日11月6日㈰午前10時～午後3時
※雨天決行。
内作品展示・販売、ステージ、スタンプ
ラリー、模擬店、ミニバザーなど
場問同会（南大井5－19－1☎5753－
3900）

しながわ福祉機器展2011
安全で安心に暮らす
日11月24日㈭・25日㈮
午前9時30分～午後4時30分
場第二庁舎3階ロビー
品川シアター（第二庁舎2階）
内つえ・シルバーカー・車いす・介護用
ベッドなどの展示、福祉機器のデモンス
トレーションなど
●福祉講座も行います
①11月24日㈭午後1時30分～4時＝

「楽しく歩こう」
②11月25日㈮午後3時30分～4時30分＝

「成年後見制度」
人各40人（先着）
申11月11日㈮までに、電話か高齢者福
祉課・在宅介護支援センターで配布する
専用FAX申込書で同課庶務係へ
───────共　　通───────
問同課庶務係（☎5742－6728 Fax5742
－6881）

第19回ふれあい祭　絆
きずな

今こそみんなの力と愛で
日10月30日㈰午前11時～午後3時
※雨天決行。
内クラブ発表、模擬店、自主製品・リサ
イクル自転車販売、ミニバザー（午前11
時30分から）など
※先着100人にお楽しみプレゼント有り。
場問ふれあい作業所西大井本部（西大井
4－9－9☎3775－4585）

商店街でマイ箸運動実施中
マイ箸運動に参加しているお店で申込書
を提出した方に、「名前入りオリジナル
マイ箸」をプレゼントします。
日11月1日㈫～12月1日㈭
場中延商店街、昭和通り商店会
※参加店（20店）にはポスターが貼られ
ています。
人700人（先着）
問環境課環境推進係☎5742－6755

催　し ★

★

品川区では、総務省の取り組む「全国避難者情報
システム」に基づき、東日本大震災などに伴い区
内に避難されている方からの所在地などの情報提
供を受け付けています。提供していただいた情報
は、避難される前にお住まいの県・市町村に送られ、
今後の見舞金給付や税の減免の通知など、様々な
お知らせが届く仕組みとなっています。
対象／東日本大震災などに伴い、被災地から品川
区内に避難されている方
受付窓口／総務課（本庁舎5階）、各地域センター
受付時間／月〜金曜日（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時15分
※受付窓口で、所定の「避難者情報提供書」に記
載していただきます。その際、本人確認をさせてい
ただきますので、身分を証明できるものがありまし
たらお持ちください。
問総務課☎5742−6625

東日本大震災などに伴い
品川区内に避難されている皆さんへ

環境に配慮した機器・設備の設置費用の一部を助成します

対象機器・設備 助成額・上限 助成件数
（抽選）

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器

（
第
２
期
）

① CO2冷媒ヒート
ポンプ給湯器 10万円 20件

② 潜熱回収型
給湯器 4万円 10件

③ ガス発電給湯器 30万円 5件
④ 家庭用燃料電池 80万円 8件

太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

利
用
設
備（
第
２
期
）

⑤ 太陽光発電
システム

10万円／ kW
（30万円） 45件

⑥ 太陽熱温水器 工事費の10％
（30万円）

各1件
⑦ ソーラーシステム 工事費の10％

（30万円）

区民の方への助成

●次の全てにあてはまる方
・区内在住で住民税を滞納していない
・工事対象住宅に居住しているか、新築・購入した後に居住
・工事対象住宅の所有者か賃借者

※賃借の場合は、所有者から工事などの承諾を得て
いること。
・申請時は工事未着工で24年3月30日㈮までに完了報告
・過去にこの制度に基づく助成を受けていない

対象機器・設備 助成額・上限 助成件数
（先着）

太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

利
用
設
備

⑧ 太陽光発電
システム

10万円／ kW
（60万円） 　1件

⑨ 太陽熱
温水器

工事費の20％
（10万円）

各2件
⑩ ソーラー

システム
工事費の20％
（30万円）

事業者の方への助成

●次の全てにあてはまる事業者
・法人事業税を滞納していない
・中小企業基本法に基づく区内の中小企業者で、
区内の事業所に設置
・工事対象事業所の所有者か賃借者

※賃借の場合は、所有者から工事などの承諾を
得ていること。
・申請時は工事未着工で24年3月30日㈮までに完了報告

申①～⑦は11月30日㈬、⑧～⑩は12月28日㈬ま
でに、環境課で配布する申込書を同課環境管理
係（第二庁舎4階☎5742－6949）へ持参
※申込書は区ホームページからダウンロードもできます。

共　　通

施設名・電話 2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 7日

日光しながわ光林荘
☎0288－54－0988     なし

●対象　区内在住か在勤の方が利用できます。
●申し込み（2月分）　11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（2月分）　11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）



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。

● 高齢者住宅入居者募集など
● 男女共同参画推進フォーラム

次号予告　11月1日号
平成23年（2011）

10/21
広　報

1809号

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）

　★11月のプラネタリウム

日内土・日曜日、祝日　※時間は約50分。
①午前11時＝親子向け投影 ｢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「アンドロメダ銀河－銀河のお話」
※各回とも、前半は当日の星空の解説。
※11月19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

　  ◎特別投影 ｢林完次の星空散歩｣

天体写真家林完次さんによる、星空の生解説
です。
日11月19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10月31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、11月1日㈫午前10
時から電話受付（先着）。

　  ◎11月の天体観望会「カシオペア座」

日11月11日㈮午後6時30分～8時
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10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
ターへ
※定員に満たない場合は、11月1日㈫午前10
時から電話受付（先着）。

親子シート
もあるよ

「水とみどりの基本計画・行動計画（素案）」に
ご意見をお寄せください

　区ではこれまで、まちの大切な要素である「水」や「みどり」を充実させるため、様々
な取り組みを進めてきました。
　近年の環境問題や防災への関心の高まりなどを踏まえ、今後さらなる取り組みを進め
るため、「水とみどりの基本計画・行動計画」を作ることとしました。
　このたび素案がまとまりましたので、ぜひご意見をお寄せください。
 　　　　　水とみどりの課
　　　　　 （〠140－8715品川区役所第二庁舎5階☎5742－6799 Fax5742－6887）
問い合わせ

11月20日㈰までに、意見、住所、氏名、電話番号を水とみ
どりの課へ郵送かFAX、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。

「水とみどりの基本計画・行動計画（素案）」の全文は、区ホームペー
ジ、水とみどりの課（第二庁舎5階）、区政資料コーナー（第三庁
舎3階）、地域センター、図書館でご覧になれます。

応募方法

水やみどりに関するこれまでの取り組みを整理す
るとともに、近年の社会情勢の変化に対応した
今後の取り組みについて、目標や具体的な施策
を定めることを目的とし、24～33年の10カ年
を計画期間とした計画を策定します。

水とみどりがつなぐまち
20年に定められた「新・水とみどりのネットワーク構想」
の将来像を継承し、水とみどりの多様な機能を、様々な担
い手で守り、育み、生かすことで、区民の住み続けたいま
ちを次代につないでいきます。

基本計画は、都市緑地法第4条の規定に基づく計画で、
水やみどりに関する目標や施策を定めるものです。
また、行動計画は、基本計画の目標を実現するため
の具体的な施策の内容を示すもので、今回区民の皆
さんからの意見を参考にまとめていきます。

水とみどりの
基本計画・

行動計画とは

計画策定の
趣旨

水とみどりの
将来像

　将来目標（長期的な目標）
●区内の4分の1がみどりで覆われています
●人と生き物でにぎわう水辺が復活しています

　計画目標（33年までの目標）
●みどり率を22～23％とします＊
●水辺に親しめる空間を5カ所以上整備・開放します
＊みどり率については、東日本大震災後の経済動向などを分析中の
ため、幅を持たせています。

　計画の主な取り組み
●防災や環境保全に役立つみどりの整備・活用を進めます
●身近な公園緑地の整備や、水とみどりに親しめる環境の
整備など、水とみどりが身近にある豊かな暮らしを実現し
ます
●歴史や文化を伝える水とみどりを保全・活用します
●水やみどりを生かした観光やイベントの充実により、ま
ちのにぎわいを創出します
●区民の皆さんと区が協働して水とみどりを育む仕組み
づくりを進めます

計画の主な取り組み

目 標

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


