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しながわのまちの観光情報を発信しています。
気軽にお立ち寄りください。　
※電話でのお問い合わせにも対応します。
●区内の名所を紹介するまち歩きガイドマップの配布
●区内の観光情報が検索できるパソコンコーナー
●しながわを紹介する映像（ハイビジョン）の放映
●オリジナルグッズの販売・紹介
●きゅりあんで開催するイベントチケットの販売　など
所在地／大井1－14－1（大井1丁目共同ビル1階）
※区役所通り、大井町駅西口から約300m。
開館日時／月～金曜日＝午前9時30分～午後5時30分
土曜日＝午前10時～午後5時　
※日曜日、祝日休館。

旧東海道品川宿にあり、まち歩きマップ
（一部有料）などをそろえています。
所在地／北品川1－2－6（品川宿あぶりや連）
開設日時／土・日曜日、祝日＝午前10時～午後4時

しながわの魅力との出会いを
楽しいイベントで！
風流屋形船ライブ、桜や歴史などテー
マ別まち歩き、つまみ食いウオーク、
屋形船クルーズなど季節ごとに楽しい
催しを開催。
※詳しくは、本紙やホームページでご
案内しています。

　品川区には、歴史に由来する名所旧跡や祭り、水辺の空間や屋形船、活気あ
る商店街など、区民や観光客の方に魅力的な観光資源がたくさんあります。
　区では、観光資源の魅力を生かした都市型観光を推進する「品川区観光アク
ションプラン」を策定し、しながわ観光協会と連携した取り組みを行っています。
  問い合わせ　しながわ観光協会（しなかんPLAZA）☎5743－7644

商業・観光課観光担当☎5498－6335

住住んでよし訪訪れてよしのまち
しながわは
魅力がいっぱい

7月にオープンした

「しなかんＰＬＡＺＡ」は
しながわ観光協会が運営

品川宿の観光案内所

　ボランティアガイドが
　ご案内します
○日本語ガイド（区内のみ）
料金／1組1,000円（5人まで）
※5人を超える場合は1人200円加算。
○外国語ガイド
　（英語、フランス語、中国語など）
コース・内容により交通費など別途費用
がかかります。
※ガイドの案内を希望する方（グループ）は、しながわ観
　光協会（しなかんPLAZA）　へお問い合わせください。

HP  sinakan.jp/
『歴史と未来をつなぐまち　し
ながわ』をテーマに情報発信し
ています。「観る・食べる・遊ぶ・
買う・学ぶ・泊まる」のジャン
ルでまとめた約740件の観光
スポットと最新イベント情報
がご覧になれます。イドが

算。
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まちの情報はしながわ観光協会
のホームページからも
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諸控除の見直し
22年度の税制改正により、所得税において「所得控除から手当へ」
などの観点から、子ども手当が創設され年少扶養親族（0～15歳）
に対する扶養控除が廃止されました。また、高校の授業料実質無償
化に伴い、16～22歳の特定扶養親族のうち16～18歳までの扶養
控除の上乗せ部分が廃止されました。所得税における扶養控除の見
直しに伴い個人住民税についても諸控除の見直しが行われました。

年少扶養控除の廃止
年少扶養親族（0～15歳）に対する扶養控除（33万円）が廃止に
なります。

特定扶養控除のうち16～18歳までの扶養親族に係るものの上乗せ分を廃止
16～18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分（12
万円）が廃止になり、扶養控除額は33万円となります。

同居特別障害者加算の変更
扶養控除の見直しに
伴い、扶養控除・配
偶者控除に係る同居
特別障害者への加算
額（23万円）を特別障
害者控除に係る同居
特別障害者への加算
額に変更されます。

寄附金制度の拡充

寄附金税額控除の適用下限額の引下げ
少額の寄附でも税額控除の対象となるよう、寄附金税額控除
の適用下限額を5,000円から2,000円に引き下げました。
2,000円を超えた額が控除の対象になります。

寄附金税額控除の対象団体の拡充
寄附金税額控除の対象団体を、主たる事務所か事業所が品川
区にある住民の福祉の増進に寄与すると認められる公益法人、
社会福祉法人、学校法人などの54団体（23年10月現在）に
拡充しました。

控除額の計算

※寄附金税額控除を受けるためには、寄附先団体が発行する
受領証明書などを添付し、所得税の確定申告（税務署）を行
う必要があります（確定申告を行う必要がない方は、区役所
に申告が必要です）。
※23年1月以降に行った寄附金から適用され、24年度の個
人住民税から控除となります。
※寄附金税額控除が受けられる上限額は、都道府県・区市町
村に対する寄附金などとあわせて、総所得金額などの30％ま
でとなります。

証券税制の特例税率の適用期間を延長

低迷する株式市場の活性化を図るため、上場株式等に係る配
当所得・譲渡所得に対する特例税率の適用期間について、2
年延長し25年12月31日までとなりました。

所得税における生命保険契約等に基づく年金の
税務上の取り扱いの変更

相続などに係る生命保険契約等に基づく年金の所得税の取り
扱いが変更になりました。これにより、個人住民税相当額の
返還が受けられる場合があります。

個人住民税個人住民税（特別区民税・都民税）（特別区民税・都民税）の一部が変わりますの一部が変わります
　地方税法の一部が改正され、これにあわせて品川区特別区税条例の一部を改正しました。
　今回の改正により諸控除が見直され、また、寄附金制度が拡充されましたので、今号では改正の概要などをお伝
えします。
問い合わせ／／税務課☎5742－6663～6666

改正後

一般
扶養控除

33万円
（38万円）

0～15歳

（　）内は所得税の控除金額

一般
扶養控除
※現行は特定扶養。

33万円
（38万円）

16～18歳

上乗せ分
12万円

（25万円）

一般
扶養控除

33万円
（38万円）

23～69歳

老人
扶養控除

38万円
（48万円）

70歳～

特定
扶養控除

45万円
（63万円）

19～22歳

廃止

廃止

控除対象扶養親族

扶養親族

（　）内は所得税の控除金額

同居特別障害者加算
23万円
（35万円）

同居特別障害者加算
23万円
（35万円）

扶養控除等

特別障害者控除
30万円
（40万円）

特別障害者控除
30万円
（40万円）

年少扶養控除廃止等
扶養控除の見直し

改
正
後

現　

行

税税のたより
●「還付金詐欺」にご注意ください
　税務職員を装って、税金などの還付金があるとだまし、
ATMから多額の金額を振り込ませようとする「還付金詐欺」
が都内でも発生しています。
　税務課では、税金を還付するためにATMの操作をお願い
することは絶対にありません。電話でATMの操作を求めら
れたら、それは「還付金詐欺」です。不審に感じた場合は、
相手の氏名・所属する部署名を確認のうえご連絡ください。
問い合わせ／税務課税務係☎5742－6662

●区税・都税合同ギャラリー
　区内中学生の税の作文や税金
について制度や仕組みを分かり
やすく紹介しています。
期間／11月18日㈮まで
場所／第二庁舎3階ロビー
問い合わせ／税務課税務係
☎5742－6662

●ケータイで住民税（普通徴収分）

●ケータイで住民税（普通徴収分）と軽自動車税が納付できます
　金融機関の窓口やコンビニエンスストアまで出向かなく
ても、携帯電話でいつでもどこでも納付ができる、モバイ
ルレジサービスをご利用ください。
　詳しくは、モバイルレジホームページ
HP bc-pay.jp/pc/をご覧いただくか、税務
課収納管理係☎5742－6669までお問い
合わせください。

ＱＲコード

住民税：24年度から
所得税：23年分から

適用
時期

控除額 寄附金額－2,000円 10％
(特別区民税6％、都民税4％ )＝ ×

QRコード
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　年末の粗大ごみの収集は大変混み合います。早めに粗大ごみ受付センター
へ申し込んでください。
　粗大ごみとは、布団や家具、自転車などの家庭から出される、おおむね
30cm角以上の大きさのごみのことです。粗大ごみの出し方には、月～土曜
日の戸別収集のほか、日曜日に品川区資源化センターへ直接持ち込む方法が
あります。
　また、粗大ごみとして捨てる前に、まだ使用できないか考えましょう。リ
サイクルショップ「リボン」やリサイクル情報紙「くるくる」をご活用くだ
さい。

●粗大ごみでの収集はできません
・テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、
　衣類乾燥機、エアコン
買い替えする店か購入した店、家電リサイクル受付セン
ター☎5296－7200（月～土曜日午前8時～午後5時）へ
お問い合わせください。
・パソコン本体とディスプレイ
メーカーなどに回収を依頼してください。リサイクル料
金や受付窓口は、各メーカーのサービスセンターか、パ
ソコン3Ｒ推進協会☎5282－7685（月～土曜日午前9時
～午後5時）へお問い合わせください。

問い合わせ
品川区清掃事務所　　　　☎3490－7051
品川区清掃事務所荏原庁舎☎3786－6552

問い合わせ

①戸別収集で出す場合は

予約した収集日の午前8時までに、「品川
区有料粗大ごみ処理券」を粗大ごみに貼
付して、指定された場所へ出します。
※年内は12月30日㈮まで、年始は24年1
月4日㈬から。

②日曜日に持ち込む場合は

指定された日の午前9時～午後4時に、「品
川区有料粗大ごみ処理券」を粗大ごみに
貼付して、品川区資源化センターへ持ち
込みます。
※年内は12月25日㈰まで、年始は24年1
月8日㈰から。

予約時に案内された手数料分の処
理券を、区内の「有料粗大ごみ処
理券取扱所」の掲示のある商店・
コンビニなどで購入して、指定さ
れた金額を貼付してください。

日曜日に持ち込む場合も事前の申し
込みが必要です。

①電話予約

月～土曜日午前8時～午後9時に

☎5715－1122 へ
※祝日も受け付け。年内は12月28日㈬まで、年始
は24年1月4日㈬から。　
午前中と月曜日は大変混み合い、電話がかか
りにくくなっています。

②インターネット予約

https://www.tokyosodai.
jp/shinagawa/index.html
にアクセスし、画面に必要な情報を登録します。
※区ホームページからもアクセスできます。

粗大ごみの出し方

取扱所には
このステッカーが
貼ってあります

粗 ご大 みの収集は
大変混み合います

年
末
の

申し込みは
お早めに

粗大ごみ受付センターへ申し込む 粗大ごみ処理券を購入する 粗大ごみを出す

見本

A券（200円）

B券（300円）

見本

再利用できる家具などを、リサイクルショップ「リボン」で販売することがあります
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八潮北公園北部
陸橋上

大井北
ふ頭橋

八
潮
橋

入り口

品川区
資源化センター
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持ち込み場所 品川区資源化センター（八潮1－4－1）
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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）
11/11

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

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

※重病の方は119番をご利用ください。

火を起こし、ダッチオーブン（キャンプ用鍋）で鳥の丸焼き
と、フランスパンに具を詰めたものを作ります。
日12月11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）
人小学生と父親15組（抽選）
￥1組1,000円（材料費）
申11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。

　パパズプログラム
　お父さんと一緒にダッチオーブンで鳥の丸焼き！ 

二人で子育て（両親学級）
会場 日時
品川保健
センター

24年
1/15㈰

① 9:30～12:30
②13:30～16:30

荏原保健
センター

24年
1/ 7㈯

③ 9:30～12:30
④13:30～16:30

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12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12月1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

　通常、冬に流行しますが、今年は全国
的に6月頃から流行しています。
　咳や発熱などの症状が出て、くしゃみ
や咳によって感染が広がります。感染を
広げないためには手洗いと咳エチケット
が効果的です。
　受診するときには、他の方に感染させ
ないようにマスクを着用しましょう。
問保健予防課☎5742－9153

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）

11月13日㈰
20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）

11月13日㈰

　　　たつのこどもクリニック 大　井 1 －32－16 ☎3775－8600
　　　イエダ歯科 西大井 1 － 4 －20 ☎3776－4618
　　　鈴木歯科クリニック 豊　町 6 － 5 － 5 ☎3785－7764
　　　滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496
　　　昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

11月20日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　紅林歯科医院 西大井 4 －23－15 ☎3771－4062
　　　中村歯科 中　延 6 － 4 －17 ☎3783－0855
　　　清水接骨院 大　崎 2 － 6 －19 ☎3779－6183
　　　しおざわ接骨院 西中延 2 －18－20 ☎5702－8158

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

11月12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

11月19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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　HIV感染者・エイズ患者は昨年1年間で1,544人、東京都では509人の報告がありま
した。HIV感染者は20～30歳代、エイズ患者は30～40歳代に多く、発症して初めて
感染がわかったエイズ患者は過去最多となっています。
　感染初期は、自覚症状がほとんどなく検査を受けないと感染したことに気付きま
せん。感染しても、早期に治療をすることにより発症を遅らせることができます。
HIV感染の心配がある方は無料・匿名で検査できますので、保健センターにご相談
ください。

HIVHIV
感染者感染者

エイズエイズ
患者患者 が増え続けています

12月1日は世界エイズデー

●エイズ情報コーナー（保健センター、図書館、児童センターなど）
　パンフレットなどを置いて、最新の情報を案内しています。
●電話相談
　　日本語相談　☎3292－9090 
　　　月～金曜日午前9時～午後9時
　　　土・日曜日、祝日午後2時～5時
　　HIV感染者・家族（パートナー）相談　☎5259－0619
　　　月・水曜日午後4時～7時
　　ゲイ・バイセクシャル（男性専用）　☎5259－0750
　　　第2・4土曜日午後7時～9時
　　レズビアン・バイセクシャル（女性専用）　☎5259－0259
　　　第2・4日曜日午後7時～9時
　　英語相談　☎5259－0256 
　　　土曜日正午～午後3時
　　聴覚言語障害者FAX相談　Fax5259－0643
　　　24時間受付

感染の機会があった時か
ら2カ月以上経っていれ
ば検査ができます。
●品川保健センター
　日第1・3木曜日
　　午後1時～1時30分
　申電話で同センター
　☎3474－2225へ
●荏原保健センター
　日第2・4火曜日
　　午前11時～11時30分
　申電話で同センター
　☎3788－7014へ

HIV抗体検査（予約制） 11月16日㈬～12月15日㈭はエイズ予防月間です

RSウイルス感染症・マイコプラズ
マ肺炎が流行しています

※緊急手術や重症患者対応時は、診療をお待ちいただくか、他院を紹介する場合があります。



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）

女性の人権ホットライン
強化週間
女性を巡る様々な人権問題に関し、人
権擁護委員などによる電話相談を行い
ます。
日11月14日㈪～20日㈰
午前8時30分～午後7時
※土・日曜日は、午前10時～午後5時。
電話相談／0570－070－810
問東京法務局人権擁護部
☎5213－1234（内線）2516
区民相談室☎3777－2000

介護者教室
認知症について一緒に学び、話し合っ
てみませんか。
日12月7日㈬午後1時30分～3時
場春光福祉会（西大井2－4－4）
人25人（先着）
申12月6日㈫までに、電話で西大井在
宅サービスセンター☎5743－6125へ

東日本大震災の被災者を雇用してい
る中小企業に助成金を支給します
5月2日以降に被災者を雇用し、ハロー
ワークの「被災者雇用開発助成金」を
受けている区内の中小企業に助成金を
支給します。
年間助成額／短時間労働者1人30万円、
短時間労働者以外1人45万円
※「被災者雇用開発助成金」はハロー
ワーク品川六本木庁舎（港区六本木3－
2－21☎3588－8609）で手続きしま
す。
※詳しくは、お問い合わせください。
問ものづくり・経営支援課経営支援係
☎5498－6334

第113回高齢者と介護者のた
めの料理教室
日11月22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）
内減塩の工夫
持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
人20人（先着）
￥600円
申11月18日㈮までに、電話で成幸ホ－ム
☎3787－5393へ

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11月25日㈮午前10時～午後3時
場荏原第二区民集会所（荏原6－17－12）
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。

生活のしづらさなどに関する
調査を行います
国が新たな福祉制度を実施するための
基礎資料となる調査を行いますので、
ご協力ください。
人区内の一部対象地域の方
調査方法／11月中旬から案内を郵送し、
12月上旬に調査員が訪問
問障害者福祉課障害者相談係
☎5742－6710

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

総合体育館トレーニング室
勤労感謝の日  特別プログラム

時間 種目
11:30～12:30 初心者姿勢調整教室
13:00～14:00 ボディバンプ
14:15～15:15 ボディコンバット
15:30～16:30 運動能力の開発＊

日11月23日㈷
人16歳以上の方各20人（先着）
＊「運動能力の開発」は5・6歳のお子さん
が対象です。
￥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

志賀高原スキー教室
日12月22日㈭午後10時～25日㈰午後9時
（大井町駅集合・解散、往復バス、車中
1泊、ホテル2泊）
宿泊／薬師の湯ホテル（発哺温泉）
人40人（先着）
￥31,000円
主催／品川区スキー連盟
申12月13日㈫までに、費用を持ってス
ポ－ツ協会へ

ソフトテニス教室
日12月11日㈰
午前9時30分～午後4時30分
内ストロークの基本とゲームの進め方
人中学生以上の方
￥1,050円、中高生840円
場参当日､ 費用とラケットを持って東
品川公園（東品川3－14）へ
問スポーツ協会

お知らせ スポーツ

東日本大震災被災者・避難者の方に
全国一斉の税務無料相談
東日本大震災により被災・避難されている方に対して、税務無料相談を
開催します。
日11月26日㈯・27日㈰午前10時～午後4時
場ヤマダ電機大井町店入口横（大井町駅前）
問東京税理士会　品川支部☎3474－0843　荏原支部☎3781－8070

ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（10月31日現在）159,325,811円

※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

10月31日現在、133,664,743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

この義援金は、税法上の寄附金控除に該当します

振り込め詐欺が多発してお
り品川区でも今年37件の被
害が発生しています。被害を防止するため、品
川区では区内警察署・防犯協会と共催で「振り
込め詐欺ゼロキャンペ－ン」を行います。

日11月30日㈬午後2時から
内式典、寸劇、マジックショー、
防犯講話
場参当日、荏原文化センター（中
延1－9－15）へ
問地域活動課生活安全担当
☎5742－6592

振り込め詐欺振り込め詐欺 キャンペーンキャンペーンゼ
ロ



●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）
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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・健康ひろばは4ページです

民踊講習会
日11月26日㈯午後6時～8時30分
曲目／伊勢音頭（三重県）、相馬二遍返
し（福島県）、さんさ時雨（宮城県）
￥525円
場参当日、踊りやすい服、上履きを持っ
て戸越体育館（豊町2－1－17☎3781
－6600）へ

家庭教育講演会　子育てで気
をつけたい10のポイント
日12月5日㈪午前10時～正午
講師／湯汲英史（発達協会常務理事）
※手話通訳付き。
人430人（先着）
託児／2歳～就学前のお子さん20人（先着）
※おやつ代100円。
○託児希望の方は、11月29日㈫までに
電話で庶務課へ。
場参当日、荏原文化センター（中延1－
9－15）へ
問庶務課庶務係☎5742－6824

20代から30代のための料理教室
冬大根の使い切り料理に挑戦！
日11月27日㈰午前11時30分～午後2時
場きゅりあん（大井町駅前）
内大根グラタン、麩

ふ

のさっぱりおろし和
え、菜飯、デザート
人20～30歳代の方30人（先着）
￥1,000円
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台
ふきん各1枚
運営／品川栄養士会
申11月22日㈫までに、電話で健康課健
康づくり係☎5742－6746へ

家族介護者応援講座（男性向け）
日程 テ－マ

①24年1/31㈫ 移動の介護
②2/ 7㈫ 食事の介護
③2/14㈫ 排せつ・清潔の介護
④2/21㈫ 認知症の介護

※時間は午後1時30分～3時30分。
内基本的な介護方法、意見交換、制度の
分かりやすい説明
人家庭で家族を介護している男性各25人
（先着）　※女性も可。
場申電話で資料請求のうえ、12月16日
㈮までに品川介護福祉専門学校（西品川
1－28－3☎5498－6364）へ

品川区経営カレッジ
はじめての簿記

24年
1月

11日㈬・13日㈮・16日㈪・17日㈫
20日㈮・23日㈪・24日㈫・27日㈮
30日㈪・31日㈫

2月 7日㈫・10日㈮・14日㈫・17日㈮
21日㈫・23日㈭・28日㈫

3月 2日㈮・6日㈫・9日㈮

※時間は午後6時15分～8時15分（全20回）。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内簿記の基礎（簿記3・4級程度）
人50人（先着）
￥2,000円
申11月25日㈮までに、電話でものづく
り・経営支援課経営支援係☎5498－
6334へ

環境学習講座
お正月の寄せ植え
梅に笹など季節の草花を添えた寄せ植え
作りです。
日12月16日㈮午後1時30分～3時30分
講師／金子興一（山草会会長）
人20人（抽選）
￥1,030円　
持ち物／作品を持ち
帰るビニール袋
場申11月24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。

発達障害・思春期サポート啓発講演会
発達障害当事者が語る就労の実際
日12月10日㈯午前10時～正午
人40人（先着）
￥500円（資料代）
場申12月3日㈯（必着）までに、往復は
がきかＥメールで講演会名、住所、氏名、
電話番号をパルレ（〠140－0001北品
川3－7－21北品川つばさの家内
rarutrarut@gol.com）へ
問障害者福祉課療育支援担当
☎5742－6389

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パステル画
日11月15日～12月13日の火曜日
午後6時30分～8時30分（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥9,800円（モデル・モチーフ代込）
②じっくり人物・静物デッサンと着彩
コスチュームモデルを描く
日11月18日～12月16日の金曜日
午後0時30分～3時（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥13,750円（モデル代込）
③謡　宝生流
日11月21日～12月19日の月曜日
午前10時15分～11時45分（全5回）
※全9回のうち5回目からの途中入会。
人18人（先着）
￥8,500円（テキスト代別）
④イギリス英語で英会話＜初中級＞
日11月21日～12月19日の月曜日
午後1時30分～3時（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
11月14日㈪の見学可。
人英会話にある程度慣れた方12人（先着）
￥10,000円
⑤ホームスパン（手紡ぎ）
日11月30日㈬、12月14日㈬
午後1時～4時（全2回）
※全3回のうち2回目からの途中入会。
人12人（先着）
￥5,680円（教材費別）
⑥茶道　裏千家
日11月19日㈯、12月3日㈯・17日㈯
午後1時30分～3時30分（全3回）
※全6回のうち4回目からの途中入会。

人18人（先着）
￥8,250円（水屋料込）
―――――　共　　  　通　―――――
場①～⑤メイプルセンター（西大井駅
前）、⑥きゅりあん（大井町駅前）
申電話で同センター☎3774－5050へ

マイガーデン南大井（区民農
園）収穫祭
開園4年目を迎えたマイガーデン南大井
の収穫祭です。
日11月27日㈰午前11時～午後1時
場みなみ児童遊園（南大井1－13）
内パネル展示、江戸野菜試食コーナーなど
問水とみどりの課みどりの係
☎5742－6799

もみじ祭り
日11月20日㈰午前9時～午後5時
場西五反田在宅サービスセンター
（西五反田3－6－6）
内演劇、模擬店、ハンドエステ、介護
に関する相談コーナーなど
問さくら会西五反田☎5434－7831

歯の健康ポスター展
区内小・中学校の児童・生徒による応
募作品を展示します。
日11月28日㈪～30日㈬、12月2日㈮
午前8時30分～午後5時15分
※29日㈫は午後7時まで。
場第二庁舎3階ロビー
問学務課☎5742－6829

品川清掃工場見学会
日11月26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11月24日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ
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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。

○23年のはつらつカード（紫色）の有効期限
は12月31日㈯までです
※50ポイントたまっている方の交換は随時受
け付けています。
交換方法／／「はつらつカード」と印鑑をボラ
ンティアセンター（大井1－14－1）へ持参

※　 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

●クッキング教室の手伝い
幼児親子から小学生を対象にした
料理教室で、準備や片付けなどの
手伝いをします。
日月1回（第3水）15:30～17:00
場東五反田児童センター（東五反
田5）
●音楽・演芸ボランティア
音楽や演芸を披露します。
日月1回から（月・火・木・土）
13:30～14:30　
場サンケア戸越銀座（平塚1）

●園芸作業
障害者施設で草刈り、水やり、肥
料やり、苗植え、収穫の手伝いを
します。
日週1回から（月・水）13:30～14:15
場サンかもめ（八潮5）
●傾聴ボランティア
高齢者施設で話し相手をします。
日週1回（水）14:00～15:00　
場ロイヤル中延（中延5）
●話し相手
高齢者施設で利用者の話し相手を
します。
日週1回から（月～土）
10:00～12:00、13:00～16:30
場デイサービスセンター小山（小山1）

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

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11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

催　し ★

★
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曲目／ベートーベン
「ソナタ  月光」他
出演／品川クラシック
音楽協会
場・観覧方法／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

日11月20日㈰
午後1時30分～3時

第185回
しながわ

日曜コンサート
しながわ

日曜コンサート

　記念のつどい　記念のつどい
12月4日㈰午後1時～4時（正午開場）

第1部　記念式典～障害者表彰
障害を克服して自立した方を表彰します。
第2部　パネルディスカッション「被災地の障害者施設では…」
震災時被災現場に入り障害者の支援に従事した人たちからの報告です。
第3部　米良美一コンサート
「もののけ姫」で一躍脚光を浴びたカウンターテナー米良美一さんの楽
しいコンサートです。
※手話通訳・要約筆記が付きます。
※視覚障害のある方に副音声で舞台の解説をしています（イヤホン付
きＦＭラジオをご持参ください）。
※SPコード付きちらし・プログラム（音声変換装置も設置）、点字プログラムあり。
※先着1,000人の方に障害のある方の手作り作品を差し上げます。
場・参加方法／当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問障害者福祉課☎5742－6707  Fax3775－2000

乳幼児親子から中高生までが楽しめる児童センター合
同イベントを、24年3月20日㈷に五反田文化センター
で開催します。本番に先駆け、冬のプレイベントを開
催します。どうぞお出かけください。
※実費のかかるものもあります。
※詳しくは各児童センターへお問い合わせください。

日程 会場・問い合わせ 内容
11 ／26㈯
11:00 ～13:00

南品川児童センター　
南品川4－5－28☎3450－5043

ふれあいどんどまつり
アウトドアなホットドッグ作り

11／26㈯
10:30 ～12:00

南大井児童センター　
南大井3－7－13☎3761－4148

簡単バスボム作り♪
シュワシュワ入浴剤で楽しくお風呂♪

12／3㈯
11:00 ～14:00

大井倉田児童センター　
大井4－11－34☎3776－4881

秋の味覚祭り～焼き芋
みんなで一緒に芋ほりと焼き芋

12／7㈬
15:00 ～17:00

旗の台児童センター　
旗の台5－19－5☎3785－1280

作ってみよう～お菓子の家
小学生以上対象

12／10㈯
11:30 ～14:30

冨士見台児童センター　
西大井6－1－8☎3785－7834

子ども商店街
子どもによるお店経営実体験

12／10㈯
13:30 ～16:00

大原児童センター　
戸越6－16－1☎3785－5128

こがらし劇場
やってみたいを楽しく表現する劇場

12／10㈯
13:00 ～15:00

東大井児童センター　
東大井1－22－16☎3471－1070

ものづくりふぇすた
ものづくりの楽しさを体験できます

12／10㈯
16:00 ～18:00

ゆたか児童センター　
豊町1－18－15☎3786－0633

ボルダリングフェスタ　ボルダリング競
技会とステップアップ講座

12／14㈬
10:30 ～12:00

水神児童センター　
南大井5－13－19☎3768－2027

おやこクリスマス会
出し物、サンタクロ－ス登場!!

12 ／14㈬
15:30 ～16:30

小関児童センター　
北品川5－8－15☎3449－1676

こせきっず　わいわいパーティー
ゲ－ム、出し物を見て、みんなで楽しもう！

12／14㈬
①10:30 ～②15:00 ～

一本橋児童センター　
大井2－25－1☎3775－4352

何が出るかな？冬にギネス！？　
①幼児親子　②小学生　記録に挑戦！

12／14㈬
11:00 ～11:30

中延児童センター　
西中延1－6－16☎3781－9300

クリスマスコンサート
ニッコリ音楽隊の歌と演奏

12／16㈮
10:30 ～11:45

後地児童センター　
小山2－9－19☎3785－5033

年末お楽しみ会
人形劇ぱぴぷぺぽがやってくる

12／16㈮
10:30 ～12:00

三ツ木児童センター　
西品川2－6－13☎3491－1005

親子のひろば合同クリスマス会
ゲームや人形劇でクリスマス！

12／16㈮
10:30 ～11:30

南ゆたか児童センター　
豊町4－17－21☎3781－3577

ハッピ－☆クリスマス
サンタと一緒に唄って踊ろう♪

12／17㈯
11:00 ～18:00

東中延児童センター　
東中延2－5－10☎3785－0419

ウインターライブ
中高生が企画するライブ＆ゲーム大会

12／17㈯
13:00 ～16:00

中原児童センター　
小山1－4－1☎3492－6119

ハローフレンドフェスタ　音楽・食・遊
びを通じた異世代交流まつり

12／17㈯
15:00 ～17:00

平塚児童センター　
平塚2－2－3☎3786－2228

DaDaDaDance2011冬
中高生が企画運営するイベントです

12／20㈫
10:30 ～12:00

北品川児童センター　
北品川2－7－21☎3471－2360

年末お楽しみ会
出し物の発表、サンタさんも登場

12／22㈭
10:30 ～12:30

東五反田児童センター　
東五反田5－24－1☎3443－1629

クリスマスイベント IN 東五
乳児から幼児まで楽しめるコンサート

12／22㈭
16:00 ～18:00

滝王子児童センター　
大井5－19－14☎3771－3885

ティーンズクリスマスパーティ2011　
ティーンズが主役!!　舞＆食＆笑

12／22㈭
15:00 ～16:00

伊藤児童センター　
西大井6－13－1☎3771－1311

いとう　Xday
小・中・高校生向けの年末お楽しみ会

12／24㈯
13:00 ～16:30

八潮児童センター　
八潮5－10－27☎3799－3000

クリスマスライブ
Yashi音クラブによる企画ライブです

12／24㈯
13:30 ～15:30

東品川児童センター　
東品川1－34－9☎3472－5806

ウインターライブ2011　ライブとお楽
しみ企画で年末を盛り上げます

12／27㈫
11:00 ～13:30

西中延児童センター　
西中延3－8－5☎3783－1875

2011年越しなべパーティー
あったか鍋を皆で作って食べよう

東品川第二在宅介護支援センター
は仮移転します
東品川文化センターの耐震工事に伴い移転します。
移転期間／12月1日㈭から4カ月程度
移転先所在地／南品川3－7－7
電話番号／5783－2656
※電話番号は変わりません。
※併設するヘルパーステーション東品川第二も移転します。
問高齢者福祉課高齢者支援第一係☎5742－6729

タイ王国洪水災害義援金
11月30日㈬まで受け付けています

＜窓口受付＞
受付場所
●月～金曜日　品川区役所総合窓口（本庁舎3階）、総務課（本
庁舎5階）、地域センター、中小企業センター、健康センター、
総合体育館、戸越体育館
●土・日曜日、祝日　中小企業センター、健康センター、総
合体育館、戸越体育館
※日曜日は本庁舎3階の日曜開庁窓口でも受け付けます。

受付時間 午前8時30分～午後5時　※中小企業センター、健
康センター、総合体育館は開館時間中受け付けます。

＜口座振り込み＞
（口座番号）みずほ銀行品川支店　普通預金1437804
（口座名義）タイ王国洪水災害義援金
※みずほ銀行の窓口・ATMからの振り込み手数料は無料です。
○タイ王国への義援金は、税法上の寄附金控除の対象にはな
りません。　　　　　　　　　問総務課総務係☎5742－6624

「広報しながわ」（区広報紙）を
入手困難な方へ個別に郵送します
税金や助成金などを始め、区からの大切なお知らせや講
座・催しのご案内など様々な情報を掲載しています。発
行日は毎月1日、11日、21日（8月11日を除く）です。

人次の全てにあてはまる方
•区内在住
•新聞（朝日・毎日・読売・産経・東京・日経）を購読
していない
•高齢である・障害がある・子育て中などのため、入手
困難
申電話で、広報広聴課☎5742－6644へ

7月24日正午にテレビのアナログ放送が終了し、地上デジタ
ル放送に切り替わりました。地デジへの対応がまだお済みで
ない方、済んでいるのにテレビがうまく映らないという方は、
地デジコールセンターへお問い合わせください。

•地デジコールセンター
（午前9時～午後9時、土・日曜日、祝日は午後6時まで）

　☎0570－07－0101
•IP電話などは
　☎4334－1111

地デジへの対応は
お済みですか？

子ども未来フェスタ子ども未来フェスタプレイベント冬

12月3日～9日は
障害者週間です



● いま、品川区では。
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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。

地区総合防災訓練

10月2日㈰、八潮多目的広場、明晴学園、
こみゅにてぃぷらざ八潮で地区総合防災
訓練を実施。訓練では、応急手当、煙体験、
起震車、炊き出しなどを行いました。11
月13日㈰まで区内各地区で防災訓練が行
われます。

スポーツ祭東京2013

9月9日㈮、区役所で「スポーツ祭東京
2013（第68回国民体育大会、第13回全
国障害者スポーツ大会）」の品川区実行
委員会設立発起人会が行われました。区
内ではハンドボール競技、グラウンド・
ゴルフが行われます。

みんな集まれふくしまつり2011

9月24日㈯、中小企業センターとしなが
わ中央公園グラウンドで「みんな集まれ
ふくしまつり2011」が開催されました。
バザー、模擬店やロードトレインは行列
ができるほど大盛況でした。ステージで
は、福祉団体の皆さんによる日頃の成果
発表が行われ、温かい拍手が寄せられて
いました。

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

10月1日㈯、きゅりあんで平成23年度品
川区功労者表彰式が行われ、区の自治、
保健衛生、環境保全など各分野にご尽力
いただいた155人の方が表彰されました。
濱野区長は、皆さんの輝かしい功績に深
く敬意を表し、表彰状と記念品を贈呈し
ました。

9月25日㈰、五反田文化センター音楽ホールで、品川区
民芸術祭2011のオープニングセレモニーが行われました。
区内在住の作曲家である小川寛興 品川区民芸術祭実行委
員長が、力強く開会宣言を行ったあと、区内小・中学校、
高校、大学から6団体が参加し、演奏が披露されました。

9月17日㈯、品川学園に併設した、体験型経済学習施設「ス
チューデント・シティ」で、小山台小学校の6年生が英語
学習を行いました。この学習では、子どもたちに英語で
課題が与えられ、必要なものやサービスを求め、英語で
会話し、解決していきました。

10月8日㈯、しながわ水族館で開館20周年記念イベン
トを開催。オープニングセレモニーでは、子どもたちが、
種の入ったハト型バルーンを大空へ飛ばしました。また、
「まちづくり事業展」、「みどりと花のフェスティバル」、「岩
手県宮古市の物産展」も同時開催され、親子連れなど大
勢の人でにぎわいました。

9月17日㈯、荏原文化センターで認知症講演会「支えあう
まち 品川～私たちにできること」を開催。認知症サポー
ター養成講座では「認知症を正しく知ろう」をテーマに、
講義や寸劇が行われ、引き続きジャズシンガー綾戸智恵
さんが介護体験を語る対談もあり、大盛況でした。
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9月10日㈯、区役所で防災アドバイザー研修・防災アドバ
イザーステップアップ研修の修了式が行われました。区
では地域の防災リーダーを育成することを目的とした研
修を実施し、18～23年度の6年間で、延べ673人の防災
リーダーが誕生し、地域の安全安心を支えています。

地域の安全安心を支える地域の安全安心を支える
防災リーダー防災リーダー

しながわ水族館しながわ水族館
20周年記念イベント開催20周年記念イベント開催

認知症講演会「支えあうまち 認知症講演会「支えあうまち 
品川～私たちにできること」品川～私たちにできること」

9月17日㈯、中延商店街で
第12回中延ねぶた祭りを
開催。

9月24日㈯・25日㈰、旧東
海道品川宿周辺の八ツ山か
ら青物横丁で、第21回しな
がわ宿場まつりを開催。

しながわしながわ
宿場まつり宿場まつり

品川区功労者表彰式で品川区功労者表彰式で
155人を表彰155人を表彰

11月11日に
人権週間特集号も
発行しています

中延中延
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