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防災フェアで使
用する電力量
500kWhは、自然
エネルギーで賄
われます。

見つめ直そう
あなたの防災対策
　昨年3月11日午後2時46分、東北地方太平洋沖で巨大地震が発生しまし
た。それから1年が経過しようとしていますが、大震災による被害は大き
く、復旧・復興にはまだまだ時間がかかります。 
　今後、首都直下地震、東海地震などが高い確率で起こることが予測され
るなか、今回の大震災を教訓として、地震に備えておくことが必要です。
　品川区では、今までの取り組みを振り返り、これからの防災対策を考え
る防災フェアを開催します。

3月10日㈯午前10時～午後4時
防災センター2・3階、しながわ中央公園、第二駐車場会場

共催／品川区防災協議会、品
川・大井・荏原消防署、品
川・大崎・大井・荏原警察署、
防衛省陸上自衛隊、東京都水
道局品川営業所、東京電力品
川支社、関東電気保安協会、
東京ガス南部支店、NTT東日
本、品川建設防災協議会、品
川区社会福祉協議会ふれあ
い作業所、東京都消防設備協
同組合第四支部、東京都葛飾
福祉工場、消費者センター

震災直後の宮古市田老地区の様子

半年以上経過した同地区昨年4月支援物資積み込みの様子

東日本大震災から1年

写真：岩手県宮古市提供

◆オープニング　午前10時

◆警察機動救助隊・警察犬による救出救助訓練　午前11時30分から

◆消防救助機動部隊（ハイパーレスキュー隊）訓練　正午から

◆陸上自衛隊による炊き出し訓練　午前10時30分から（限定300食）

第28回
品川区
防災フェア

しながわ中央公園、第二駐車場

⃝ 江戸消防記念会品川纒
まとい

保存会の皆さんによる木
き や

遣り・
纒
まとい

振り・はしご乗り実演　午前11時から
⃝消防署によるはしご自動車乗車体験（各40人先着）
　①午前10時30分から（午前10時受付開始）
　②午後1時30分から（午後0時30分受付開始）
　※受付は防災センター。
⃝起震車（地震体験車）やミニ消防車の乗車体験

⃝消火器無料点検とあっせん
⃝防災用品の展示販売
⃝�ふれあい作業所作品・
　自転車販売

※実演・乗車体験は雨天中止。

午前9時30分から区民消
火隊員・ミニポンプ隊員感
謝状贈呈式が行われます

3月11日㈰に政府主催の「東日
本大震災1周年追悼式」が開かれ
ます。この大震災で亡くなられた
方々を追悼し、午後2時46分から
1分間の黙とうにご協力ください。
黙とうについては、防災行政無線
でもお知らせします。

防災センター

⃝天ぷらうどんの炊き出し
　午前10時30分から
　1食150円（限定450食）
⃝災害用伝言ダイヤル「171」の利用体験
⃝白バイ、自衛隊バイクの展示
⃝品川シェルター模型展示
⃝防災スタンプラリー（景品あり）

春の火災予防運動
春の火災予防運動は、一般火災予防のほかに車両・船舶火災や山火事予
防を推進します。住宅をはじめ事業所や地域での火災予防について、こ
の機会にあらためてご確認ください。

問品川消防署 ☎3474−0119
　大井消防署 ☎3765−0119
　荏原消防署 ☎3786−0119

3月7日㈬まで

問防災課☎5742−6696

雨
天
中
止

東日本大震災
パネル展示
3/1㈭～11㈰

場 本庁舎3階連絡通路
　※3/3㈯を除く
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日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員
¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ（http://）

●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として
　区内在住・在勤・在学の方

平成24年
（2012）
3/1情報館 情報館は2・3・6・7ページです

ろば康ひ健
成人歯科健康診査
歯周病を早期発見しましょう

受診券をお持ちの方は、区内契約歯科医
院で早めに受診してください。
日3月31日㈯まで
人区内在住で40・45・50・55・60・65・
70歳の方　※年齢は24年3月31日現在。
問健康課保健衛生係☎5742－6745

難病の方のためのリハビリ教室

日3月15日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリを通して身体を動かす方法
講師／伊藤滋唯（理学療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
の難病の方と家族30人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

3月7日㈬まで子ども予防接種週間です

お子さんの母子健康手帳を確認し、未接種
の予防接種を受けてください。日本脳炎は
22年度より再開され、順次予防接種票を
送付しています。MR2期・3期・4期は、3
月31日㈯までが有効期限です。区では、
Hib・小児用肺炎球菌・おたふく・水痘・
子宮頸

けい

がんワクチンの接種費用に一部助
成を行っています。
問保健予防課☎5742－9153

パーキンソン病の方と家族のつどい

日3月26日㈪午後1時30分～3時30分
内情報交換、体操、レクリエーション
人パーキンソン病の方と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

精神保健家族勉強会〜自立を考える

日3月14日㈬午後1時30分～3時30分
人精神障害者の家族、関係者30人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

呼吸器リハビリ教室実技講習会

日4月3日㈫・11日㈬・18日㈬・26日㈭
午後2時～4時（全4回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内効率のよい酸素の取り入れ方、呼吸器
リハビリなど
講師／宮川哲夫（昭和大学大学院医学博士）他
人18歳以上の慢性呼吸器疾患の方と家族
50人（抽選）
申3月23日㈮（必着）までに、はがきで
教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を
健康課公害補償係（〠140－8715品川区
役所☎5742－6747）へ

食に関する相談

日時 会場
3/14㈬
13:00～16:00

武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

3/19㈪
13:00～16:00 啓発展示室（第二庁舎3階）

参当日、会場へ　運営／品川栄養士会
問健康課健康づくり係☎5742－6746

  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）

3月4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）

3月4日㈰

　　　京浜中央クリニック	 南大井	1	－	1	－17	 ☎3763－6706
　　　ネバシデンタルオフィス	 西五反田	1	－30－	2	 ☎3492－7418
　　　伊藤歯科医院	 豊　町	3	－12－17	 ☎3781－5834
　　　山根接骨院	 西品川	1	－23－15	 ☎3779－9137
　　　綱井接骨院	 小　山	6	－	2	－	9	 ☎3781－9330

  土曜日夜間／午後5時〜午後10時（受付は午後9時30分まで）

3月3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

3月10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

小

小

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！

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

内

内

内
小

小

小

薬
薬

薬
内 小

※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）	 ☎5272−0303
●救急相談センター	 ☎＃7119

　　　　　　　　　　IP電話などは ☎3212−2323

医療機関の24時間案内

●品川消防署　☎3474−0119
●大井消防署　☎3765−0119
●荏原消防署　☎3786−0119

歯
歯

骨
骨

児童センター合同卓球大会
ふれあいリーグ2012

日3月10日㈯午前10時30分～午後4時
場総合体育館
内学年別・男女別の個人戦、交流試合、
卓球教室
人小学1年～高校生
申3月8日㈭までに、電話か直接水神児童
センター☎3768－2027、大井倉田児童
センター☎3776－4881、中原児童セン
ター☎3492－6119へ

相談案内は6ページです

シルバー人材センターのおさらい塾

教員経験豊かな会員が、学校の教科書を使用し基
礎的な補習教室を行います。
日4月～25年3月
①小学3年生＝金曜日、②小学4年生＝水曜日
③小学5年生＝木曜日、④小学6年生＝火曜日
※時間は午後4時15分～5時30分。
場荏原いきいき倶楽部（荏原6－2－8）
内算数、国語
人各10人　￥月各3,500円
申電話かはがきに「おさらい塾」とし、住所、氏名、
電話番号、新学年をシルバー人材センター荏原支部
（〠142－0063荏原2－16－18☎5751－3334）へ

ジュニアゴルフ教室

コ－ス 内容 対象 日時 費用 定員
（抽選） 会場

SA

強化教室
（全10回）

9～15歳
4/11～6/27 水 17:15～

18:45 各33,600円
各
8人

馬込ゴルフガ－デン
（大田区北馬込1－30－4）SB 4/12～6/28

木
SC

小・中学生
4/	5	～6/14 17:30～

19:00 各21,000円
各
6人

加藤農園ゴルフリンクス
（大田区新蒲田3－12－2）SD 4/	6	～6/15 金

KA
初心者教室
（全4回） 9～15歳

4/1～22 日 12:00～
13:00

各10,500円 各
8人

環七春日橋ゴルフ練習場
(大田区大森西1－10－23）

KB 4/2～23 月 18:00～
19:00

※費用は、貸しクラブ・ボ－ル代込。　※SA・SB・KA・KBの最少催行人数は各4人。

申3月15日㈭までに、往復はがきで教室名、コース（第2希望まで）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、学校名、新学年、ゴルフ経験の有無をスポーツ協会へ

毎週木曜日は　しながわ出会いの湯
日3月1日㈭・8日㈭・15日㈭・22日㈭・29日㈭　人65歳以上の方
¥プログラム（健康体操かカラオケ）に参加した方は入浴無料
場 参「しながわ出会いの湯カード」を持って区内公衆浴場へ
問健康課☎5742－6746

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

　区では、女性が生涯を通じて健康
で明るく過ごせるように、女性特有
のがん予防、妊娠・出産・育児など
の支援事業を実施しています。
　この機会に自分の健康について考
えてみませんか。
問健康課☎5742－6743

女性の健康週間
3月8日㈭
まで

　青少年健全育成基本方針は、区や育成団体の活動の指針となる
総合的・体系的な青少年健全育成の基本方針を定めたものです。
24・25年度に適用されるこの基本方針が、23年度第2回青少年問
題協議会（2月7日開催）で決定されました。
　その概要についてお知らせします。

　青少年育成の第一の環境は、家庭です。関係機関が様 な々角度か
ら青少年にアプローチし、家庭をサポートしていく機会を充実するた
め、家庭・地域・学校・行政の連携をさらに強化します。この基本
方針では重点目標の実現に向けて、各育成団体の具体的なアクショ
ンプランを示しました。

アクションプラン概要
・家庭では、家庭内の約束と育成環境の基盤作りを重点に
	地域とのつながりの充実に向けて地域の行事への家族ぐるみの参
加を。

・地域では、家族で参加できる事業の充実を
ボランティア活動の受け入れ態勢作りを。
従来からの環境浄化運動、見守りネットワークの充実を。

・学校では、家庭・地域との連携強化と地域活動への参加奨励を
PTAとの協力、家庭との連絡重視によって子どもの様子を家庭、
学校相互で掌握を。

・行政は、組織間の連携強化はもとより、家庭内の絆
きずな

を深めるため
の「家庭の日」啓発活動、各関係機関の活動を支える環境の整備を

重点目標
1．よりよい家庭環境の基盤づくりを推進する
2． 家庭・学校・地域社会および行政の連携を強化する
3．青少年の健康な心とからだを育む
4．青少年の問題行動を未然に防止する
5．青少年の自立と社会参加を促進する

問青少年育成課☎5742－6692

24・25年度青少年健全育成基本
方針の制定
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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

3月の区議会
本会議／23日㈮午後1時
震災対策特別委員会／1日㈭午前10時
予算特別委員会／5日㈪・6日㈫・8日㈭・
9日㈮・12日㈪～14日㈬・19日㈪午前10時
※日程は、変更する場合もあります。
問区議会事務局☎5742－6809

23年度認証保育所保育料助成の
申請は3月19日㈪までに
人次の全てにあてはまり、23年度補助金
の申請書を提出していない方
・区内在住で、当該月の初日に認証保育
所（区外含む）に在籍し月160時間以上
の月ぎめ契約をしている
・保育料を滞納していない
申3月19日㈪（必着）までに、保育課・
認証保育所で配布する「認証保育所保育
料助成制度のご案内」をご覧のうえ、申
請書と必要書類を同課保育計画係（〠
140－8715品川区役所第二庁舎7階☎
5742－6723）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。

家庭教育学級・講座などの
保育者を募集します
期間／5月1日から2年間
従事時間／午前・午後の中で1日3時間程度
内文化センターなどが会場となる学級・
講座受講者のお子さんの保育
人保育士・教員・看護師などの有資格者
か育児経験のある方60人（選考）
謝礼／1回3,400円
申3月23日㈮（必着）までに、はがきに「保
育者応募」とし、住所、氏名、年齢、電
話番号、資格・経験の有無を子育て支援
課在宅子育て支援係（〠140－8715品川
区役所☎5742－6720）へ
登録説明会／4月5日㈭午前10時から多目
的室（第二庁舎6階）
○区ホームページから電子申請もできます。

品川区役所の温室効果ガス排出量
（22年度分）を公表します
20年3月に策定した「品川区地球温暖化防止
対策実行計画（第二次）」に基づき、温室効
果ガス排出量の22年度分を公表します。
閲覧場所／環境課環境管理係
（第二庁舎4階☎5742－6949）
※区ホームページからもご覧になれます。

介護者教室
●月見橋在宅サービスセンター
日3月17日㈯午後2時～4時
内医師による認知症の方への処方
人20人（先着）
場 申3月15日㈭までに、電話かFAXで教
室名、住所、氏名、電話番号を同センター
（南大井5－2－17☎5767－0626	Fax 
5767－0628）へ
●西大井在宅サービスセンター
日3月14日㈬午後1時30分～3時
内介護食の紹介と試食
人20人（先着）
場申3月12日㈪までに、電話で同センター
（西大井2－4－4☎5743－6125）へ

公正証書遺言の作り方
日3月28日㈬午後2時～4時
講師／丸山昌一（大森公証役場公証人）
人30人（先着）
場申3月27日㈫までに、電話で品川成年後見
センター（大井1－14－1☎5718－7174）へ

男女平等啓発誌「マイセルフ」
編集委員を募集します
日4月～25年3月
内企画、取材、記事作成、発行1回につ
き4・5回の編集会議に参加（年3回発行）
人区内在住で、編集に興味があり、簡単
なパソコン操作によるネット会議に対応
できる方2人（選考）　※謝礼有り。
申3月15日㈭までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、作文「男女平等や男女共同参
画に関して、記事でとりあげたいこと（800
字程度）」、を男女共同参画センター（〠
140－0011東大井5－18－1☎5479－
4104）へ郵送か持参

男女共同参画推進フォーラム2012
企画運営委員を募集します
「女性と震災」をテーマにした、11月10日
㈯に開催するフォーラムの企画・運営を
します。
日4～11月
人区内在住で、企画運営会議（金曜日午前、
全10回）に参加できる方7人（選考）
※謝礼有り。
託児／1歳～就学前のお子さん9人
申3月15日㈭までに、男女共同参画センター
で配布する申込用紙に、住所、氏名、年齢、
電話番号、「男女共同参画の視点から今回
のテーマに対する考え・企画内容・講師名
など」を同センター（〠140－0011東大井5
－18－1☎5479－4104）へ郵送か持参

「第二次品川区環境計画」策定の
ための懇談会委員を募集します
区の環境施策の総合的な計画となる、第
二次品川区環境計画の策定にあたり懇談
会を設立し、委員を募集します。
任期／委嘱日～25年3月31日㈰
人区内在住で、20歳以上の品川区の環境保
全・改善に取り組む意欲がある方3人（選考）
※年齢は24年4月1日現在。
申3月30日㈮（必着）までに、環境課で
配布する申込書を同課環境管理係（〠
140－8715品川区役所第二庁舎4階☎
5742－6749）へ郵送か持参
※申込書は区ホームページからダウンロー
ドもできます。
○区ホームページから電子申請もできます。

高年齢者向け「ミニ就職面接会」
日3月16日㈮午後1時～4時
場品川第一区民集会所（北品川3－11－16）
持ち物／写真を貼った履歴書
人おおむね55歳以上で就職を希望する方
申電話でサポしながわ☎5783－5539へ

品川歴史館は休館します
展示替えのため休館します。
日3月12日㈪～16日㈮
問同館☎3777－4060

女性相談員による面接相談
●法律相談
日4月4日㈬・10日㈫午後1時～3時30分
16日㈪午後5時30分～7時30分
●カウンセリング相談
日4月26日㈭午後1時～3時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日4月6日㈮・20日㈮・27日㈮午後1時～3時
13日㈮午後5時30分～7時30分
───────共　　通───────
場申相談日の1カ月前から、電話で男女共
同参画センター（東大井5－18－1☎5479
－4104）へ
○カウンセリング電話相談
日4月5日㈭・12日㈭・19日㈭
午前10時～午後3時30分
相談電話／5479－4105

総合・戸越体育館のプリペイド
カードが新しくなります
フリー利用券購入で使用しているプリペ
イドカードは、券売機の入れ替えにより
使用できなくなります。新しいプリペイド
カードと交換してください。
日4月3日㈫から　問スポーツ協会

品川＆早川ふるさと交流
早川サポーターズクラブ会員募集
品川区と交流している山梨県早川町を、あ
なたの第二のふるさとにしてみませんか。
●特典
・早川の旬（特産品）定期便を年3回お届
けします（物産会員のみ）。
・広報「はやかわ」、会報「やまだらけ」
をお届けします。
・早川町の自然や歴史、文化を体感する
ツアーに優先的に参加できます。
・町営温泉の入浴料が割引になります。
・早川の旬の特産品を会員特別価格で購
入できます。
・観光施設利用時にオリジナルサービス
が受けられます｡
日4月1日から1年間
￥①一般会員＝年間5,000円
②物産会員＝年間14,000円
申②は5月31日㈭までに、はがきかFAX
に「サポーターズクラブ」とし、住所、
氏名、電話番号を日本上流文化圏研究所
（〠409－2727山梨県南巨摩郡早川町薬
袋430	Fax0556－45－2268）へ
※①は随時受け付け。
問地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

「太陽エネルギー見本市」に
出展しませんか
来場者に太陽エネルギーを身近に感じて
もらうためのイベントを「しながわECO
フェスティバル2012」と同時開催します。
太陽光・太陽熱を活用する機器などを製
造・販売している事業者や、太陽エネル
ギーに関係した取り組みをしている団体
など、参加をお待ちしています。
※詳しくはお問い合わせください。
日5月27日㈰午前10時～午後3時
場しながわ中央公園（区役所前）
申込期限／3月30日㈮
問環境課環境推進係☎5742－6755

24年度食品衛生監視指導計画案
の公表・意見募集
日3月2日㈮～15日㈭
閲覧場所／生活衛生課（本庁舎7階）
※区ホームページでもご覧になれます。
●食品衛生監視指導計画案への意見を
募集します
受付方法／3月15日㈭（必着）までに、住
所、氏名、年齢、電話番号、意見を生活
衛生課食品衛生担当（〠140－8715品川
区役所☎5742－9139	Fax5742－9104）
へ郵送かFAX

お知らせ

のたより税

株式等の譲渡所得を申告される方へ
23年中に株式などを売却した方は、原則として他の所
得と合わせて所得税の確定申告が必要になります。ま
た、前年の確定申告において、上場株式等に係る譲渡
損失の繰越控除の特例を受けている方は、連続して所
得税の確定申告が必要です。
納税は振替納税で
所得税、個人事業者の消費税・地方消費税の納税には、
振替納税をご利用ください。
23年確定申告分の振替納付日

・申告所得税	 4月20日㈮
・個人事業者の消費税・地方消費税	 4月25日㈬
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、
最寄りの税務署にお問い合わせください。

問品川税務署☎3443−4171
荏原税務署☎3783−5371
国税庁ホームページ HPwww.nta.go.jp/

コース 日程（全24回） 会場 対象（抽選） 内容

いきいき

5月7日からの月・木曜日
午前10時～11時30分

いきいきラボ関ヶ原
（東大井6－11－11）

次の全てにあてはまる方
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
④3月22日㈭（品川第一区民集会所午前・
午後）、23日㈮（荏原いきいき倶楽部午
前）、26日㈪（いきいきラボ関ヶ原午前）
のいずれかに出席できる方各16人

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
トレッチ運動などを通
して、日常生活に必要
な動作をスムーズに行
える筋力づくりやバラ
ンス維持

5月8日からの火・金曜日
午前10時～11時30分

荏原いきいき倶楽部
（荏原6－2－8）

5月8日からの火・金曜日
午後2時～3時30分 品川保健センター

（北品川3－11－22）
はつらつ 5月7日からの月・木曜日

午後2時～3時30分
上記にあてはまり、体力に自信のある方
16人

上記に加え、もう一歩
進んだ体力づくり

いきいき筋力向上トレーニング参加者とトレーニング協力員募集

￥各7,200円
申3月15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

●トレーニング協力員
日時 会場

月・木曜日
午前9時30分～正午 いきいきラボ関ヶ原
午後1時30分～4時 品川保健センター

火・金曜日
午前9時30分～正午 荏原いきいき倶楽部
午後1時30分～4時 品川保健センター

内会場の準備、トレ－ニングの補助など
人各6人（選考）
謝礼／1回2,000円　※事前研修有り。
申電話でコナミスポーツ＆ライフへ

問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

●お詫びして訂正します
2月21日号2ページで紹介した八潮絵画サークルの代表者名は
「奥泉耀子」氏の誤りでした。お詫びして訂正します。



（4） （5）

江戸時代から伝わる里神楽を間宮社中が演じます。
この神楽は「江戸の里神楽」として区内で唯一、
国の重要無形民俗文化財に指定されています。併
せて東京都指定無形民俗文化財の品川神社太太神
楽も演じます。
日3月20日㈷午後1時開演（正午開場）
人248人（先着）
場・観覧方法／
当日、六行会ホール（北品川2−32−3）へ
問庶務課文化財係☎5742−6839

江戸里神楽を観
み

る会
第12回

昭和20年3月10日、東京大空襲で10万人もの尊い
命が失われました。亡くなった方々のご冥福を祈り、
世界の恒久平和を願い、黙とうをささげてください。
日3月10日㈯午後1時から1分間
問総務課平和担当☎5742−6625

東京都平和の日に
黙とうをささげてください

学校や地域で活躍できるリーダーをめ
ざす区内在住か在学の小学4年～高校
生のための教室です。体験学習や集団

生活などを通して、友だちとのかかわりについて学び合い
ます。
日内5月13日～25年3月10日の日曜日（月1回程度・
午前9時～午後3時）とサマーキャンプ・冬合宿など
¥小・中学生3,500円、高校生4,500円（教材費・保険料込）
※サマーキャンプ・冬合宿の参加費などは別。
小学生コース
（4～6年生）
各30人（抽選）

①旗の台文化センター（旗の台5−19−5）
②五反田文化センター（西五反田6−5−1）
③南大井文化センター（南大井1−12−6）

中学・高校生コース
40人（抽選） 荏原文化センター（中延1−9−15）

※野外活動などは別会場で実施。

図書館 テーマ

品　川 気分一新！
フレッシュなスタートをきろう

二　葉 命の息吹を探しに
荏　原 春　3月11日を忘れないために
南大井 花の香りに誘われて
源氏前 福島・宮城・岩手に行こう！
ゆたか 春の東北を巡ろう！
大　井 春らんまんの旅
五反田 春を感じて…

大　崎 別れ、出会い～新たな旅立ちに
向けて

八　潮 春の旅、遠くへ

日3月31日㈯まで
問品川図書館☎3471−4667

春の読書フェア 図書館 ジ ニ ・ ー ーュ ア リ ダ 教 室

受賞作品が
決まりました

公園をはじめとするみどりや花に、より一層の愛着を持っ
ていただくため、本紙5月21日号で作品を募集したとこ
ろ、66点の応募をいただきました。写真家の藤川邦夫さ
んや小金秀夫さんなどの審査員により、撮影技術だけでは
なく、公園に対する愛情が表現されている点などを評価
し、受賞作品を決定しました。

一般の部

全応募作品を3月11日㈰まで、しながわ中央公園管理棟（区役所前）で展示しています。しながわ 公園フォトコンテスト2011 （敬称略）

問い合わせ／道路公園課☎5742−6789
共催／日本体育施設東京支店
協賛／ニコン大井製作所　協力／デジカメボランティア会

入 選 龔宜和「えんれい」
品海公園（北品川1−30）

入 選 新井達雄「がんばろう行
あんどん

灯フェスタ」
しながわ中央公園（区役所前）

入 選 渡辺久仁子「みどりと花と微笑みと」
東品川海上公園（東品川3−9、2−6） 入 選 平野寿子「高みの見物」

しながわ区民公園（勝島3−2、南大井2−3）入 選 鈴木広子「小さな池で、あざやかに」
東品川海上公園（東品川3−9、2−6）入 選 井上天祐（8歳）「夏の終わりの大ぼうけん」

しながわ区民公園（勝島3−2、南大井2−3）入 選 沓澤歩美（12歳）「光を受けて」
東品川海上公園（東品川3−9、2−6）

入 選 高橋哲夫「サンシューの花と噴水」
しながわ区民公園（勝島3−2、南大井2−3）

入 選 神保進「秋－東品川」
東品川海上公園（東品川3−9、2−6）

入 選 渡部武雄「春爛
らんまん

漫」
しながわ花海道（東大井1・2、勝島1）

都市環境事業部賞 花と緑の公園賞フォトアート賞岩垂迪夫「走れ！元気よく」
戸越公園（豊町2−1）

池田良二「桜のプロムナード」
東品川海上公園（東品川3−9、2−6）

渡辺弘昌「アイルの秋」
東品川海上公園（東品川3−9、2−6）

品川区の公園のすてきな表情をとらえた作品を
多数お寄せいただきました。応募してくださっ
た皆さん、ありがとうございました。

改修工事が終わり4月にリニューアルオープ
ンします。新たに八潮教室を開講します。
※全ての講座をHPwww.shinagawa-culture.or.jp/で紹介しています。

メイプルセンターカルチャー講座
4月期生募集中!
200講座以上

場申メイプルセンター（西大井駅前☎3774−5050）
品川区マイスター店講座、ステンドグラス、タロット、
人物画、フルート、ピアノ、ジャズダンス、中国語など
場申八潮教室（八潮5−9−11こみゅにてぃぷらざ八
潮内☎5492−7305）
和紙ちぎり絵、たのしい折り紙、品川和竿

さお

づくり入門、
消しゴムスタンプ、大人の塗り絵、着付け教室、朗読、
小唄・端唄教室、クラシックギター入門、韓国語入門

新
規
講
座

※使用するOSはWindows7。￥各2,000円
申3月13日㈫までに、はがきかFAXで教室名、コース、①～⑧
の番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を高齢者いき
がい課いきいき事業係（〠140−8715品川区役所☎5742−
6733 Fax5742−6882）へ
※複数のコース・月には申し込めません。
●パソコン相談は電話でいきいきラボ関ヶ原☎6902−0025（月
～金曜日午後1時～4時）へ

コース 対象（抽選） 内容 日時（全4回）
は
じ
め
て
コ
ー
ス

55歳以上で、パ
ソコンにはじめ
てふれる方
各11人

マウス・キーボード
の操作の仕方、日
本語入力、ホーム
ページ閲覧、メール
体験など

①4月の火曜日
②5月の火曜日
③6月の火曜日

午前9時30分
～正午

④4月の木曜日 午後1時30分
～4時

な
れ
よ
う
コ
ー
ス

55歳以上で、ゆ
っくりでも日本語
入力ができる方
各11人

ワードを中心に、ち
らし・カレンダー作
成など

⑤4月の火曜日
⑥5月の火曜日
⑦6月の火曜日

午後1時30分
～4時

⑧4月の木曜日 午前9時30分
～正午

パソコン教室（初心者）受講者募集
場いきいきラボ関ヶ原
（東大井6−11−11） 階段で2階へあがります

申4月4日㈬までに、電話で青少年育成課青少年育成係
（ 〠140−8715品 川 区 役 所 第 二 庁 舎7階 ☎5742−
6692）へ　※募集ちらしの申込書を郵送か持参も可。
○区ホームページから電子申請もできます。

スタッフ（受講生の指導者）募集
日内月1回程度日曜日に開催する教室、サ
マーキャンプ・冬合宿（宿泊）など2回程度
の特別活動、教室運営のための会議や研修
会など
人18～35歳くらいで子どもたちと一緒に
行う集団活動に深い理解と関心のある方、
特に野外活動経験、レクリエーション、劇、
音楽などの特技がある方10人程度（選考）
※謝礼有り。
面接会・説明日／3月16日㈮か21日㈬午後
6時30分～8時30分
申3月12日㈪までに、電話かはがきに「スタ
ッフ」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号、面接希望日を青少年育成課
青少年育成係（〠140−8715品川区役所☎
5742−6692）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

参加者募集

接・整骨師による、柔軟性、筋力向上のトレーニングです。
日4月2日～7月30日の月曜日午後1時～3時（全16回）
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5−9−11）
人区内在住でおおむね65歳以上の、会場への往復がで
きる方16人（先着）
￥1回200円
申月～金曜日の午前9時～午後7時に、電話で東京都柔
道接骨師会品川支部・行

なめかた

方☎3799−5809へ
問高齢者いきがい課☎5742−6733

介護予防～健康やわら体操

3月13日㈫・14日㈬午前9時～午後4時
場消費者センター
（大井1－14－1☎5718－7182）

若者のトラブル
110番消費者特別相談

子どもの部
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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://）

福祉タクシー利用券・自動車燃
料費助成券24年度分の交付
23年度に交付した方で引き続きあてはま
る方には、23年度に交付した券と同種の
ものを3月下旬に郵送します。窓口での交
付や23年度と別種の券の交付を希望する
方は、3月12日㈪までに電話かFAXでご
連絡ください。23年度に交付を受けてお
らず、対象となる方は申請してください。
人次の①②にあてはまる方
①区内在住で次のいずれかにあてはまる
　	⑴下肢・体幹障害1～3級	⑵視覚障害1・
2級	⑶内部障害1級	⑷愛の手帳1・2度
②所得が基準額以内

扶養親族
の数

所得制限基準額
20歳以上 20歳未満

0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円

※20歳以上の方は本人、20歳未満の方は生計
中心者の所得です。
※表の金額は所得控除後のものです。

交付数／福祉タクシー利用券＝1カ月500
円券3枚と100円券8枚
自動車燃料費助成券＝1カ月500円券4枚
申3月27日㈫から、身体障害者手帳か愛
の手帳、印鑑を持って社会福祉協議会（大
井1－14－1☎5718－7171）へ
───────共　　通───────
問障害者福祉課障害者福祉係
☎5742－6707	Fax3775－2000

総合体育館トレーニング室
春分の日　特別プログラム

時間 種目

	9:45～10:45 ヨガ入門

11:00～12:00 脂肪燃焼ステップ＆筋トレ

12:15～13:15 初心者姿勢調整運動教室

13:30～14:30 ボディバンプ

日3月20日㈷
人16歳以上の方各20人（先着）
￥1種目400円
場 参当日、運動できる服装で、上履き、タ
オル、飲み物を持って総合体育館へ

スクーバダイビング教室
内容 日程 場所
①

学科講習 7時間 横浜

②
プール講習 日曜7時間 大井町

③
海洋実習

Ａ:5/5㈷～6㈰
Ｂ:6/2㈯～3㈰

「富戸」駅午前9
時集合、午後5時
現地解散（1泊2日）

※①②の日程は調整可能。
※講習を修了し、テストに合格するとPADIゴー
ルドカードが取得できます。
人15歳以上の健康な方各5人（抽選）
※50歳以上の方は健康診断書を提出。
￥各50,400円
（カード申請料・交通費・宿泊費別）
申3月15日㈭までに、往復はがきかFAX
で教室名、AかB、住所、氏名、年齢、電
話番号をスポーツ協会へ

社交ダンス初心者教室
日4月10日～7月24日の火曜日
午後6時30分～8時30分（全16回）
場東品川文化センター（東品川3－32－10）
内モダン・ラテン種目の基本と初歩ステップ
人初心者の男女各30人（先着）
￥6,720円
申3月12日㈪までに、はがきで教室名、住所、
氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ

点字講習会
点訳技術を身につけ、点訳ボランティア
を始めませんか。
日4月19日～7月19日の木曜日
午後1時30分～3時30分（全13回）
人区内在住か在勤の方20人（抽選）
￥2,000円程度（点字器具・テキスト代）
場 申4月10日㈫（必着）までに、往復は
がきで講習会名、住所、氏名、生年月日、
電話番号、在勤の方は勤務先の名称・所
在地を心身障害者福祉会館（〠142－
0064旗の台5－2－2☎5750－4996）へ
※託児はありません。

シルバー人材センター
ハウスクリーニング講習会
日3月28日㈬午後1時～4時
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
内ガス台・換気扇・窓などの清掃方法
人区内在住で60歳以上の健康な方
10人（抽選）
￥600円（保険料）
申3月13日㈫までに、電話で同センター
荏原支部☎5751－3334へ

●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24年
（2012）
3/1情報館 キッズクラブ、健康ひろばは2ページです

講座・講演

スポーツ

相談内容 曜日 時間 場所
区 民 相 談

㈪～㈮ 		9:00～17:00

区
民
相
談
室

☎3777－2000
※受付は午後4時
30分まで

犯 罪 被 害
者 等 相 談

法 律 相 談
第1㈫ 18:00～20:30

当日午前9時から
☎3777－1111㈹
へ予約（先着）

㈬、第2・4㈪

13:00～16:00

税 金 相 談 第2・4㈫

不動産取引相談 第2・4㈮

司法書士相談 第2㈭

人権身の上相談 第1・3㈫

行政書士相談 第1～4㈮ ☎5742－6863
☎3777－2000
※受付は午後3時
まで

社会保険労務士相談 第1㈮

行 政 相 談 第1・3㈭

外国人生活相談 英　語／㈫
中国語／㈭ 		9:00～17:00 ☎5742－6842

消費生活相談
㈪～㈮ 		9:00～16:00

消費者センター
☎5718－7182第4㈫電話相談 16:00～19:00

㈯電話相談 12:30～16:00
分譲マンション
管 理 相 談 第2・4㈬ 13:00～16:00 都市計画課☎5742－6777へ予約

相談内容 曜日 時間 場所

手話による相談
㈬ 13:00～16:00 障害者福祉課

Fax3775－2000㈮ 	 9:00～12:00

交通事故相談 ㈪～㈮ 	 9:00～16:00 城南交通事故相談所☎5742－2061

内 職 相 談 ㈪～㈮ 	 9:00～16:00

中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

商業・観光課
☎3787－3047

企業法務相談 第1・3
㈭ 10:00～12:00

ものづくり・経営
支援課
☎5498－6333へ予約

特 許 相 談 第2・4
㈮ 10:00～12:00

国際ビジネス
相 談

第1～4
㈬ 	 9:00～17:00

経 営 相 談 ㈪～㈮ 	 9:00～16:00 ものづくり・経営支援課
☎5498－6334

行 政 書 士 に
よる法務相談 最終㈭ 18:00～20:30

武蔵小山創業支援センター
ものづくり・経営支援課
☎5498－6334へ予約

ビ ジ ネ ス
よ ろ ず 相 談

第1・3
㈮ 16:00～19:00 ビジネス支援図書館

（大崎図書館2階）
ものづくり・経営支援課
☎5498－6333へ予約

第2・4
㈫ 10:00～13:00

相談内容 曜日 時間 場所
住 宅 相 談
（リフォーム、建
て替え）

第3㈬ 10:00～15:00
本庁舎3階ロビー
問都市計画課
☎5742－6777

家 庭 相 談 ㈫・㈭
㈮ 13:00～17:00 子育て支援課☎5742－6589へ予約

ひ と り 親
家 庭 相 談 ㈪～㈮ 	 8:30～17:00 子育て支援課☎5742－6589

児 童 相 談

㈪～㈮ 	 8:30～17:00 子育て支援課☎5742－6959

㈪～㈯ 	 9:00～18:00 子育て支援センター
☎5749－1032

㈪～㈮ 	 9:00～17:45 東京都品川児童相談所☎3474－5442

カウンセリング
相談（電話） ㈭ 10:00～15:30 男女共同参画センター☎5479－4105

Ｄ Ｖ 相 談
第2㈮ 13:00～15:00 相談日の1カ月前から

男女共同参画センター
☎5479－4104へ予約第4㈬ 17:30～19:30

教 育 相 談 ㈪～㈯ 10:00～17:00 教育相談センター☎3490－2000

ひとりで悩まず、ご相談ください相談案内 ※祝日を除きます

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

バスケット
ボール

4/1～28の
㈯・㈰

※22日は除く

総合体育館
戸越体育館

3/15
㈭

1チーム
3,000円

〇一般男子・女子	 		
※代表者会議は、3/21㈬午後7時から総合
体育館

サッカー 4/8～7/16
の㈰・㈷

大井ふ頭中央海
浜公園（八潮4
－1）他

3/13
㈫

1チーム
1,500円

〇小学生の部（4年生以上）	 	
※6チーム募集（抽選）。往復はがきでチー
ム名、代表者の連絡先をスポーツ協会へ

硬式
テニス

男子4/8㈰
女子4/15㈰
準決勝・決勝
5/6㈰

3/21
㈬

1ペア
880円

〇男子：一般の部、壮年の部（50歳以上）
〇女子：一般の部、壮年の部（50歳以上）
※ダブルストーナメント戦、6ゲーム先取
※4/8・15の予備日は、4/29㈷しながわ
区民公園（勝島3－2）

空手道 4/8㈰ 総合体育館 3/30
㈮

	500円

小中高生
300円

〇組手の部（一般男子5級以上）
〇型の部（1部・2部）
〇鍛眼法の部（1部・2部）
※組手の部は連盟登録者とスポーツ保険
加入者

クレー射撃 3/25㈰
午前9時から

筑波射撃場
（茨城県）

当日、
直接会場
へ

8,000円
〇トラップの部　〇スキートの部（各100発）
※弾は各自持参。銃砲等所持・猟銃用火
薬類等譲受許可証の携帯が必要

品川区民スポーツ大会第62回 春季ゴルフスクール

場A〜G＝馬込ゴルフガーデン（大田区北馬込1−30−4）
H〜K＝加藤農園ゴルフリンクス（大田区新蒲田3−12−2）
申3月15日㈭までに、往復はがきで教室名、コース（第3希望ま
で）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号をスポーツ協会へ

※費用は、貸しクラブ・ボール代込。
※A～Gの最少催行人数は各3人。

コース 対象 日時（１回１時間・全８回） 費用 定員（抽選）

Ａ

初心者
初級者

4/24～6/26	 火

11:10～

各
19,000円 各10人

Ｂ 16:30～

Ｃ 19:30～

Ｄ 4/28～6/30	 土 16:50～

E 4/29～7/	1	 日 20:00～

F
中級者

4/23～6/25 月
13:30～ 各

22,000円 各8人
G 4/26～6/28 木

H
初心者
初級者
中級者

4/	2	～5/28 月
16:00～

各
19,000円 各6人

I 19:00～

J 4/	3	～5/22 火 14:30～

K 4/	7	～6/	2 土 11:45～

申各申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ
開会式／4月1日㈰午前9時から総合体育館 （年齢は大会当日現在）

○4月1日～29日の日・祝日に品川区軟式野球連盟中央大会1部登録チームによる大会を開催します。

春季

お知らせ
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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

消費生活教室「足の健康と上手な靴の
選び方」～あなたの靴合ってますか？
日3月27日㈫午後2時～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）
講師／俣野好弘
（FHA足と靴と健康協議会主任研究員）
人30人（先着）
申3月23日㈮までに、電話で消費者セン
ター☎5718－7181へ

東京都脳卒中医療連携推進事業
公開講座
日3月17日㈯午後2時～3時
内講演「脳卒中～知っておきたい前兆・
発生時の対応について」
講師／高木誠（東京都済生会中央病院院長）
人100人（先着）
場参当日、品川区医師会（北品川3－7－
25）へ
問荏原病院地域医療連携室☎5734－
8000内線1602、健康課☎5742－6744

品川区国際友好協会の講座
①英会話教室
日4月18日～10月3日の水曜日（全20回）
午前＝午前10時～正午
午後＝午後1時30分～3時30分
夜間＝午後6時30分～8時30分
クラス／ステップ1＝初歩的な英語を理解
できる方
ステップ2＝初歩的な会話のできる方
ステップ3＝日常会話のできる方
人区内在住か在勤の方各18人（抽選）
￥各19,000円（テキスト代込）
申込締切日／3月15日㈭（必着）
②日本語教室
日4月17日～6月28日の火・木曜日（全20回）
午前＝午前10時～正午
午後＝午後1時30分～3時30分
夜間＝午後6時30分～8時30分

クラス／パート1（初めて日本語を習う方）
＝午前・午後・夜間
パート2（ひらがな・カタカナの読み書きが
できる方）＝午後・夜間
パート3（日常会話のできる方）＝午後・夜間
人区内在住か在勤の外国人の方18人（先着）
￥各7,000円（テキスト代込）
③生け花教室
日4月13日～7月6日の金曜日
午後1時30分～3時30分（全12回）
人区内在住か在勤の外国人12人・日本人
8人（抽選）
￥14,000円
申込締切日／3月15日㈭（必着）
───────共　　通───────
場申申込締切日のある場合はその日まで
に、ホームページの応募フォームか、①
③は往復はがき②ははがきかFAXで、教
室名（①②はクラスと時間も）、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、
在勤者は勤務先の名称・所在地・電話番
号、外国人の方は国籍を同協会（〠140－
0005広町2－1－36第三庁舎4階☎5742
－6517	Fax5742－6518 HP www.sifa.
or.jp/）へ　※申し込みは1人1通。

古武術介護講座
日3月17日㈯午後1時～4時
場きゅりあん（大井町駅前）
人区内在住で家族の介護をしている方
180人（抽選）
￥2,000円
申3月11日㈰までに、FAXで高齢者福祉
課（本庁舎3階）・地域センターで配布し
ている申込書を品川ケア協議会Fax3471
－2535へ
※申込書は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

しながわ発見
品川街道と府中大國魂神社
日3月17日㈯午前8時45分～午後4時
（大井町駅集合・解散、バス移動）
場大國魂神社（府中市）、品川街道など
※約4km歩きます。
人高校生以上の方40人（抽選）
￥1,000円
申3月7日㈬までに、往復はがきに「しな
がわ発見」とし、代表者の住所・氏名・
電話番号、参加人数をしながわ観光協会
（〠140－0014大井1－14－1☎5743－
7642）へ

センターまつり
●荏原文化センター
日3月10日㈯午前9時30分～午後7時
11日㈰午前9時30分～午後4時
温水プールの無料開放＝10日㈯午前11時
30分～午後5時・午後5時30分～9時
11日㈰午後1時30分～5時
内絵・書・陶芸・洋裁などの展示、ダンス、
演奏、合唱、日本泳法の発表、模擬店、お
茶席、バザーなど
場 問同センター（中延1－9－15☎3785
－1241）
●南大井文化センター
日3月10日㈯午前9時～午後5時
11日㈰午前9時～午後3時
※社交ダンスパーティーは10日午後2時か
ら、バザーは11日午後1時から。
内書道・陶芸などの展示、マンドリン・フ
ラダンスなどの活動発表、模擬店、バザー
など
場問同センター（南大井1－12－6☎3764
－6511）

交通安全区民のつどい
やさしさが　走るこの街　この道路
日3月22日㈭午後1時～3時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内式典、交通安全教室、コンサートなど
出演／警視庁音楽隊
人1,000人（先着）
主催／品川・大井・大崎・荏原警察署、
各交通安全協会
申電話で、品川警察署☎3450－0110・
大井警察署☎3778－0110・大崎警察
署☎3494－0110・荏原警察署☎3781
－0110の交通課交通総務係へ
問土木管理課交通安全係☎5742－6615

春季短歌大会作品募集
日4月29日㈷午後1時～4時
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／蒔田さくら子（短歌人編集顧問）
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3月15日㈭（必着）までに、封筒に「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、所属団体、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

品川介護福祉専門学校オープンキャン
パス～介護の“学ぶ＆働く”を知ろう
日3月20日㈷午前10時～正午
内介護の仕事紹介、学校紹介・見学、在
校生・卒業生の話など　
人介護福祉士をめざしている方
場 申3月19日㈪までに、電話で同校（西
品川1－28－3☎5498－6364）へ
※学校見学も随時実施しています（要予約）。

文化・イベント情報★★

O美術館　3月の催し
●10日㈯～14日㈬／第75回龍峡書道会学生部展　●16日㈮～21日㈬／
写真展「海で逢

あ

いたいvol.16」　●24日㈯～29日㈭／第39回高潮展（油彩、
水彩、日本画）　●30日㈮～4月4日㈬／MGC美術クラブ第15回美術展（油
彩、水彩、アクリル、水墨画、写真、彫刻）／佐藤隆三水彩画個展
場問同美術館（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階☎3495－4040午
前10時～午後6時30分）

区民ギャラリー　3月の催し
●7日㈬～12日㈪／第35回アトリヱ彩油絵グループ展　●15日㈭～19
日㈪／第十一回「わたし達の掛軸展」（屏風、額）　●21日㈬～26日㈪
／第16回水墨南画木犀会展　●28日㈬～4月2日㈪／JRP品川支部第
38回写真展
場 問同ギャラリー（大井町駅前イトーヨーカドー8階☎3774－5151午前
10時～午後8時）

布施明コンサート あじさいツアー2012
日6月4日㈪午後7時開演（午後6時30分開場）　￥4,500円（全席指定）
発売開始／3月17日㈯午前9時から＝きゅりあん・メイプルセンター
午前10時から＝O美術館・しながわ観光協会
※電話予約は午前10時からきゅりあんへ。座席指定はできません｡
※発売初日は、1人4枚までです。
※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。
※託児はありません。
場問きゅりあん（大井町駅前☎5479－4140）

 立正大学仏教学部公開講座
「立正安国論」から東日本大震災を考える

日3月8日㈭午後1時～3時30分　人500人（先着）
場参当日、同大学（大崎4－2－16☎3492－8528）へ

（セ）＝センター　（体）＝体育館　（集）＝区民集会所　（入）＝入会金

●家庭倫理講演会「感動が心
の扉を開く」　3月11日㈰午前10
時15分。きゅりあん。1,000円。
電話で家庭倫理の会・小山☎
3471－4478へ
●日本語教師養成入門講座　
4月2日～6月11日の㈪午前10時
30分。全20回。IWC（西大井
2）。12人先着。42,000円。電
話でIWC国際市民の会☎3773
－4836へ

●初心者のやさしい英会話ト
ライアル　3月13日㈫①午後6
時30分②午後7時30分。荏原文
化（セ）。各1,000円。電話で岸☎
090－5339－8578へ	
●幼児のための舞台鑑賞会「小
さい劇場―ぞうのエルマー」　
4月1日㈰午前11時。こみゅに
てぃぷらざ八潮。親子30組先着。
1組4,000円。電話で品川こども
劇場☎3799－1700へ

●攻玉社学園吹奏楽部第29回
定期演奏会　3月18日㈰午後
5時。当日、きゅりあんへ。☎
3493－0331同学園
●第17回小山台高等学校シン
フォニックバンド演奏会　3月
28日㈬①午後1時 ②午後5時
30分。当日、きゅりあんへ。☎
3714－8155同校音楽科・佐

さ

良
ろう

土
ど

区民の皆さんが地域で行う自主的な活動を紹介します。
（注）費用の記載のないものは無料です。

●伊藤トリムクラブ　㈮午後7
時。伊藤学園。月500円。（入）500
円。☎3771－5116大島
●小山トリムクラブ　㈫午後
7時。小山小。月1,000円。（入）
500円。☎3784－0531大貫
●品川延友会（船釣り）　月1回
（3～12月）。月8,000円。年6,000
円。☎3781－7239平森
●SD会（社交ダンス）　初心
者歓迎。㈪午後1時。五反田文
化（セ）。月3,000円。（入）1,000円。
☎3786－6346今井
●蝌

か と

蚪学堂（4・3級中国語）
第2～4㈮午後1時30分。荏原第
四（集）。月3,000円。☎3782－
3630西下
●品川失語症友の会　第4㈯
午後1時30分。心身障害者福祉
会館。年3,500円。☎3790－
2428上原

●レインボー（社交ダンス）　㈯
午後1時。東品川文化（セ）。月4,000
円。☎090－7824－1900矢花
●Kの会（短歌）　初心者歓迎。
第2㈭午後1時15分。きゅりあん。
月1,500円。☎3472－1830村山
●レイモン会（水彩画）　初心
者歓迎。第1・3㈯午前9時30分。
南品川シルバー（セ）。月1,500円。
☎3787－2871舩橋
●太極拳戸越水遥会　㈬午後7
時。戸越台中。月2,000円。☎
3788－8929藤城
●ガーデン・フレンズ（ガーデ
ニング）　第3㈫午後1時30分。
こみゅにてぃぷらざ八潮。月
2,500円。☎3790－4576星
●品川ランニングクラブ　㈬午
後7時30分、月1回㈰午前。戸越
（体）。1回100円。（入）1,000円。
☎3785－3204新

あらふね

舩

●合気道・品川愛気会　退職
者・女性・高齢者歓迎。㈫午後
3時。総合（体）。月2,000円。☎
3442－7325竹本
●太極拳ひまわりの会　60歳
以上。見学自由。午前10時。①
㈫五反田シルバー（セ）②㈬北品
川シルバー（セ）。1回500円。☎
3471－1969服部
●ヨガ　㈪㈭㈯①やさしいヨガ
＝午前9時30分②リラックスヨガ
＝午前10時50分。こみゅにてぃぷ
らざ八潮。☎3799－3338田島
●旗の台スマイル合唱団　月2
回㈬午前10時。旗の台文化（セ）。
月3,000円。（入）3,000円。☎
3785－6199久保田
●明吟サークル岳風流（詩吟）
見学歓迎。第1・3㈪午後1時30
分。東大井（集）。月1,300円。（入）
1,000円。☎3783－3697岡部

サークルなど

イベント

催　し ★

★
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広　報  
・世帯……………… 193,807
・外国人登録者数……11,203

　人口と世帯（平成21年2月現在）

・住民登録者数……353,719
・男…………………173,634
・女…………………180,085

　人口と世帯（平成24年2月現在）

3/1
1823号

古紙配合率70％再生紙を使用しています

3月テレビ

00分〜 10分〜 20分〜 30分〜

土

品川区
週間ニュース
取材には区民の皆さんが
活躍しています

三之助　とっておきの品川
水辺の安全を守る！品川の防災

区
か
ら
の
お
知
ら
せ

日 トビーが行く！
しながわ土産を探そう！

月 しながわ観光コンシェルジュ
立会川　追憶の旅

火 品川歴史探訪
荏原区〜昭和時代を振り返る

水 22年度  品川区この1年 三之助　とっておきの品川
がんばれ宮古！目黒のさんま祭り2011

木 こんにちは！区長です
24年度予算案プレス発表

品川の昔ばなし
動かなかった不動尊

金 復活！しながわ探検隊 こだわりと技の名品を訪ねて
染め物　伝統の色を染める

区ホームページで動画配信をしています

番組について　広報広聴課………………☎5742−6612
加入について　ケーブルテレビ品川……… ☎3788−3811問い合わせ

2月2日㈭に濱野区長が行っ
た予算案プレス発表のうち、
防災対策や緊急経済対策、
待機児童対策など、24年度
の主な取り組みを紹介しま
す。

こんにちは！区長です
24年度予算案プレス発表

ラジオ

午前6時56分から3分間
●�放送内容は、区ホームページから視
聴・閲覧でき、専用機器に録音もで
きます。
●�災害時には、災害情報や生活情報を
放送します。

放
送
言
語

㈪   中国語・日本語
㈫   韓国語・日本語
㈬   タガログ語・日本語
㈭・㈮   英語・日本語

今月の内容

●��しながわ水族館のホワイトデー
●��ごみの減量・リサイクル
●�子ども予防接種週間　他

HP psa.interfm.jp/shinagawa/
問広報広聴課☎5742−6612

76.1Mhz
しながわインフォ

インターエフエム放送
11
しながわホットほっと

（ケーブルテレビ品川）毎日 7 時・10 時・13 時・19 時・22 時から 5 回放送（土曜切り替え）

デジタル
チャンネル／ 5 デジアナ

チャンネル

区からのお知らせ 品川歴史散歩案内
コード番号6240
品川人物伝　第20回

長谷川  伸
3月31日㈯まで

問庶務課文化財係
☎5742−6839

☎3777−7500

品川テレホンガイド
（知っテル区ん）

コード番号6350

日3月9日㈮・10日㈯ 午前10時〜午後4時
場観光コーナー

（西品川1−28−3中小企業センター1階）
問商業・観光課振興係☎5498−6335 

平成元年入門

イベントなどの最
新情報をお知らせ
します
問広報広聴課
☎5742−6643

電 話
で広報

伝
統
工
芸
の
実
演 八木 時人

和
　
裁

● 施政方針・24年度予算案

次号予告　3月11日号

お近くの地域センターでも手続きできます
　地域センターでは、区役所の身近な窓口として、住民票の写しや印鑑登録
証明書の交付などをしています。
　今号では、地域センターで取り扱っている業務についてお知らせします。
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●住民票の写しの交付
●住民票記載事項証明書の交付
●不在住証明書の交付
●印鑑登録証明書の交付
● 外国人登録原票記載事項証明書・外

国人印鑑登録証明書の交付
● 戸籍全部事項証明（戸籍謄本）・戸

籍個人事項証明（戸籍抄本）・戸籍
の附票・除籍全部事項証明・除籍個
人事項証明・平成改製原戸籍謄（抄）
本の交付

●身分証明書の交付
●不在籍証明書の交付
● 特別区民税・都民税の納課税証明書

の交付
● 特別区民税・都民税、軽自動車税の収納
● 国民健康保険料・介護保険料・後期

高齢者医療保険料の収納
●り災証明書の発行（火災は除く）
●有償刊行物の販売
● 飼い犬の登録・死亡の届け出、注射

済票の交付

地域センターではこんな手続きができますセンター名 住所 電話番号 交通案内
1 品川第一 北品川 3 −11−16 ☎3450−2000 新馬場駅徒歩3分

　　品川第二 南品川 5 − 3 −20 ☎3472−2000 青物横丁駅徒歩5分
大井町駅徒歩10分

　　大崎第一 西五反田 3 − 6 − 3 ☎3491−2000 不動前駅徒歩5分
五反田駅・目黒駅徒歩10分

4 大崎第二 大　崎 2 − 9 − 4 ☎3492−2000 大崎駅徒歩3分
5 大井第一 南大井 1 −12− 6 ☎3761−2000 立会川駅徒歩5分
6 大井第二 大　井 2 −27−20 ☎3772−2000 大井町駅徒歩10分
7 大井第三 西大井 4 − 1 − 8 ☎3773−2000 西大井駅徒歩10分
8 荏原第一 小　山 3 −22− 3 ☎3786−2000 武蔵小山駅徒歩5分
9 荏原第二 荏　原 6 −17−12 ☎3782−2000 旗の台駅・西小山駅徒歩10分

　　荏原第三 平　塚 3 − 9 − 1 ☎3783−2000 戸越駅徒歩7分
戸越銀座駅徒歩5分

11 荏原第四 中　延 5 − 3 −12 ☎3784−2000 荏原町駅徒歩1分
12 荏原第五 二　葉 1 − 3 −37 ☎3785−2000 下神明駅徒歩3分

　　八　　潮 八　潮 5 −10−27 ☎3799−2000
大井町駅東口・品川駅東口から
バス「八潮パークタウン」下車
1分、大井競馬場前駅徒歩12分

受付時間 月〜金曜日　午前8時30分〜午後5時
休　　日 土・日曜日、祝日、12月29日〜1月3日
問い合わせ 各地域センター、地域活動課☎5742−6690

◆地域センターへの行き方など、詳しくは『しながわガイド』や区ホームページなどでもご案
内しています

本人確認の
ご協力を
お願いします

申請や届け出の際には、窓口に来る方の確認ができるものをお持ちください。
⃝運転免許証　⃝パスポート　⃝住民基本台帳カード	 など
※2点以上の確認書類が必要な場合もあります。

下記の地域センターはさらに次の手続きもできます
●転入・転出・転居の届け出
●印鑑登録・廃止の申請
● �世帯主（員）変更・世帯合併・世帯分離の届け出
● �国民健康保険・国民年金の加入・喪失の届け出
●介護保険証の交付
●転入学の手続き
●母子健康手帳の交付

1 品川第一
3 大崎第一
5 大井第一
8 荏原第一
11 荏原第四
13 八　　潮13

品川区就業センターがオープンします！3月26日㈪
ハローワークの職業相談・紹介と、区の就業支
援事業を連携させた「品川区就業センター」を
開設します。
日月～金曜日（祝日、年末年始除く）
午前9時～午後5時
場中小企業センター1階（西品川1−28−3）

2

3

10

問ものづくり・経営支援課経営支援係☎5498−6334

ハローワークの
職業紹介・相談

ハローワークの専門相談員
が求人情報端末を使って相
談に応じます。

区内中小企業の
求人支援

人材を確保するため採用コ
ンサルタントによるサポー
トや求人情報を発信します。

就業支援事業の強化

生活保護受給者や母子家庭
の方などへの就業支援や、
内職相談・あっせんを行い
ます。

品川区と
ハローワークが一体化


