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平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、
東北地方だけでなく広い地域に深刻な被害をもたらしました。

多くの方の生命や財産を一瞬にして奪い、
いまなお不自由な生活を余儀なくされている方も数多くいらっしゃいます。

この大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

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。

　区では震災後、被災者支援対策本部を設置し、

支援物資・義援金を受け付け、災害時における相

互援助協定を結んでいる宮古市・富岡町などに届

けています。

　区民の皆様をはじめ町会・自治会・商店街などの

各種団体、企業関係者、さらにタイ王国など多くの

方々のご支援とご厚意に深く感謝申し上げます。

　宮古市長、富岡町長からのメッセージが届きま

したのでご紹介します。

義援金総額（3月1日現在）

177,670,174円
3月1日現在、174,716,352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

　皆様のご支援とご協力に御礼申し上げます　

主な支援活動
・義援金の受け付け
・区民住宅等の提供（29戸）
・被災地応援ツアーの実施（3月1日現在　57件2,780人）
・被災地などへの職員派遣（3月1日現在　延べ275人）
・支援物資を23年3・4月に受け付け（1,474件・3,950箱）
・日光しながわ光林荘を避難場所として8月まで提供（34世帯96人）

など

東日本大震災から１年

　今日に至るまで、品川区の皆様から義援金、支援物資など多大なるご支援・
励ましを頂戴しております。心より感謝申し上げます。
　宮古市は目黒のさんま祭りを縁に、品川区と平成14年に災害時相互援助協
定を結ばせていただきました。
　このたびの震災で私たちは、支えあうことの大切さを実感し、そして品川
区の皆様と無数の絆

きずな

の糸で結ばれていることを肌で感じ、そのうれしさに何
度も涙しました。このご恩に報いるためにも、宮古市は必ずや復興いたします。
　これからの交流を通じて、宮古と品川の絆をさらに深めていきたいと切に
願っております。

　東日本大震災に際し、品川区民及び品川区の皆様には、心のこもった支援
物資やメッセージ、多くの義援金をいただき深く感謝申し上げます。今回の
震災では、自然の脅威と共に人間の無力さを思い知らされた結果となりまし
た。その象徴ともいえる原子力発電所の事故は、国内の広い地域に影響を与
え、その推移を全世界が注視しております。
　町民は、先が見えない不安を抱きながら生活の再建や町への帰還に向けて
心を一つにして進もうとしておりますので、今後ともご支援とご理解を賜り
ますようお願い申し上げます。
　品川区の限りない発展と皆様のご健勝を心からご祈念いたします。

　区では、地震発生直後に災害対策本
部を設置し対策にあたり、その後節電
対策や放射能対策など状況の変化に応
じた様々な対応と被災地支援を続けて
きました。24年度も引き続き支援を
行っていきます。

支援物資積み込みの様子支援物資積み込みの様子

日光しながわ光林荘で生活された富岡町の皆さん日光しながわ光林荘で生活された富岡町の皆さん

宮古市へリサイクル自転車60台を支援宮古市へリサイクル自転車60台を支援

岩手県宮古市長
山本正徳

福島県富岡町長
遠藤勝也
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24年の第1回区議会定例会は2月22日に開会し、24年度一般会計予算案や各種議案を審議しています。
開会にあたり濱野区長は、区政運営の基本方針と施策について所信を表明しました。
○施政方針の全文は、区ホームページでご覧いただけます。

区民が真に必要とする施策を迅速かつ的確に推進し、区民が真に必要とする施策を迅速かつ的確に推進し、
「輝く笑顔　住み続けたいまち　しながわ」「輝く笑顔　住み続けたいまち　しながわ」
をめざしますをめざします

緊急経済対策
地域経済の活性化に向けた支援

高齢期の住まいと安全安心対策
高齢化への計画的な取り組み

総合的な待機児童対策
将来的な財政負担も考慮した取り組み

　現在特別養護老人ホームなどの整備を進めており、昨
年5月開設の八潮南に続き、26年度には杜松小学校跡
に開設予定です。また、西中延区営住宅の建て替えに伴
い、併設の平塚橋会館を区内10カ所目となる特別養護老
人ホームなどの複合施設へと整備することとし、27年度
の開設を予定しています。高齢者住宅の整備については、
見守り機能と生活相談を付加した大井林町高齢者住宅へ
の入居が6月から始まります。

○24年度予算の主な項目（案）
①特別養護老人ホームなどの増設
　（杜松小学校・平塚橋会館跡）…………… 79,000千円
②サービス付き大井林町高齢者住宅の開設
………………………………………………… 42,800千円
③高齢者等地域見守り活動団体への助成・継続 …3,300千円
④独居高齢者世帯等の見守り強化（生活リズムセンサー
機能付き緊急通報システム） …………………9,168千円
⑤家具転倒防止器具設置助成の対象拡大……3,700千円

　この2年間で受け入れ枠を約1,100人拡大しまし
た。今後、将来的な財政の負担も考慮しつつ、引き
続き民間事業者による認可・認証保育所の誘致を積
極的に進めていきます。24年度は、認可保育園7園・
認証保育所2園と保育ママ事業で在宅型・事業所型各
3カ所を開設するなど、受け入れ枠を557人拡大し
ます。また幼保一体施設・平塚すこやか園の新規開
設と二葉すこやか園のリニューアルオープンを25年
4月に予定しています。

①私立保育園・認証保育所の開設支援
………………………………………… 420,273千円
②家庭的保育（保育ママ）事業…… 149,950千円
③空き店舗を活用した地域子育て支援
　（子育て交流ルーム）………………… 14,059千円
④幼保一体施設の整備（平塚すこやか園、二葉すこ
やか園） ……………………………… 885,205千円

　中小企業の月々の返済負担を軽減するため、
経営安定化資金を新設するなど、経営支援を
継続するとともに、これまでの新製品・新技
術開発助成に加え、ものづくりメードイン品
川PR事業を新設し、販路開拓への支援も行い
ます。また地域経済の活性化を図るためのプ
レミアム付き商品券も引き続き発行します。

①中小企業事業資金融資あっせん … 1,255,063千円
・経営安定化資金（返済10年以内）の新設
・緊急特別支援資金（3年間無利子）の継続　
など
②品川区就業センターオープン… 8,291千円
③ものづくりメードイン品川PR事業 … 3,000千円
④公共工事の前倒し発注 …… 350,813千円
⑤プレミアム付き商品券6億円分の発行助成
…………………………………… 78,480千円

三つの
　　緊急課題への継続した取り組み

24年度予算（案）の主な項目
24年度予算（案）の主な項目

24年度予算（案）の主な項目

24
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度
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災害に強いまちづくりに
全力を注ぐとともに、
三つの緊急課題への
継続した取り組みを進めます

新たな視点から施策や事業を見直し、
さらに行財政改革を徹底します
　長期化する景気低迷、東日本大震災による経済への打撃・深刻な円高
など厳しい社会経済情勢のもと、効果的・効率的な区政運営に努め健全
財政を堅持していきます。

最重点施策として
「防災対策の強化　災害に強いまちづくり」に取り組みます
　東日本大震災の教訓を生かし、これまでの防災対策を抜本的に見直し、
区民の生命と財産を守るために、実効性ある対策を推進します。

　大震災の教訓を基に、自助・共助・公助の仕組みを改めて検証し、区民との協
働による防災対策を推進していきます。
「品川区地域防災計画」の改訂…13,728千円
　現在見直しを進めており、東京都の地域防災計画で新たに示す被害想定などを
踏まえ、実効性のある計画へ改訂します。
災害に対する自助・共助の備えの支援…15,335千円
　地域の防災力の基盤となる町会・自治会の活動や家庭での備え、区民の自主的
な活動などを支援していきます。
・「わが家の防災ハンドブック」の作成・全戸配布
・「自主防災組織の手引き」の配付、研修開催　など
区民への情報発信…47,150千円
　緊急時に区からの情報を迅速に伝えるため、防災行政無線を補完し、情報発信
の強化を図ります。
・防災行政無線を商店街放送設備に接続
・防災ラジオの購入費用の一部助成
・防災行政無線と緊急時L字放送（ケーブルテレビ）の連動

建物の耐震化・不燃化などの取り組み…1,651,120千円
　第一・第二京浜国道などの特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化助成の拡充
などを行います。また、区内木密地域の解消に向けて、東京都の「木密地域不燃
化10年プロジェクト」と連携し、重点的に推進します。
・避難所に接続する下水道管の耐震化　・学校の防災・避難所機能の強化
・木密地域不燃化10年プロジェクト（密集住宅市街地整備促進事業の推進）
・防災広場の整備　・特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
・下水道マンホール浮上抑制対策
津波・高潮対策…23,000千円
・区民参加による津波ハザードマップ・マニュアル作成
・海抜標示板設置（区内約500カ所）
放射能対策…9,488千円
・給食用食材の放射線物質検査（保育園・学校）
・放射線測定機器の貸し出し
その他…22,850千円
・中小企業BCP(事業継続計画)策定支援　・帰宅困難者用物資備蓄などの対策

最重点施策【防災対策の強化　災害に強いまちづくり】
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　安全で安心なまちづくりには、防災対策のほか、魅力的で住みやすい市街地
整備や便利で安全な交通環境づくり、犯罪に強いまちづくりなど、様々な取り
組みを進める必要があります。高齢者や子育て世帯など、誰もが住みやすいま
ちづくりとともに、まちの活性化や災害に強いまちづくりという視点も踏まえ、
地域の特性をいかした魅力あるまちづくりを引き続き進めていきます。
※防災対策の強化については、2ページ参照。

①市街地整備
　品川区まちづくりマスタープラン策定……………………………16,077千円
　品川駅南地域まちづくりビジョン策定……………………………15,000千円
②道路整備
　都市計画道路補助18号線整備（上大崎地区） …………………40,496千円
　都市計画道路補助205号線整備（大井地区） ………………… 582,360千円
③交通安全
　自転車安全教育の充実……………………………………………… 4,100千円
④防犯対策
　近隣セキュリティシステム（まもるっち）パワーアップ…… 200,323千円
　品川区自主的防犯活動団体「セーフティアップパトロール隊」支援 … 2,348千円
⑤治水対策
　雨水流出抑制対策の推進……………………………………………15,000千円

　誰もが安心して子どもを産み育てることのできる環境を整備するとともに、
子どもたちが自ら生きる力を育み、地域の一員として社会に貢献できるよう、
家庭・地域・学校などと連携・協力しながら、子育て力豊かな地域社会の形成
に取り組んでいきます。
※総合的な待機児童対策については、「三つの緊急課題」を参照。

①子育て
　スクール・ステイ事業……………………………………………… 3,803千円
　公私立幼稚園預かり保育の充実……………………………………41,096千円
　私立幼稚園保護者補助金対象者拡大…………………………… 302,838千円
②青少年育成
　青少年問題協議会の充実と青少年の育成………………………… 2,306千円
③学校教育
　教育改革「プラン21」第4ステージの取り組み ……………… 7,686千円
　土曜日授業の実施……………………………………………………29,643千円
　教職員の資質・能力の向上………………………………………… 3,525千円
　施設一体型小中一貫校の建設………………………………… 5,454,952千円
　小・中学校の改築………………………………………………… 964,155千円

　東日本大震災では、町会・自治会を中心とする地域コミュニティが被災者支
援の大きな力となりました。町会・自治会をはじめ、ＮＰＯや企業による社会
貢献活動などへの支援を継続します。また、まちのにぎわいの源である商店街
の活力づくりを支援する事業や都市型観光の推進、国際交流の促進への取り組
みなどを進めます。
　文化芸術・スポーツ振興については、25年3月オープンの平塚小学校跡の文
化・スポーツ活動施設を拠点としたまちづくりなどに取り組みます。
※緊急経済対策については、「三つの緊急課題」を参照。

①地域
　地域力支援事業……………………………………………………… 3,191千円
　荏原第三・第五地域センター改築・移転……………………… 515,422千円
②文化・スポーツ
　スポーツ祭東京2013（東京国体）リハーサル大会 ………… 8,349千円
　文化・スポーツ活動施設オープン（平塚小学校跡） ……… 2,130,947千円
　品川区民芸術祭開催…………………………………………………21,164千円
　品川歴史館特別展　品川鉄道事始………………………………… 9,991千円
　品川区史編さん………………………………………………………11,864千円
　区民憲章制定30周年記念写真コンクール ……………………………597千円
③商業・観光
　マイスター店等支援事業…………………………………………… 4,100千円
　生活密着型小規模商店街元気づくり事業………………………… 4,000千円
　都市型観光推進事業…………………………………………………14,000千円
　被災地応援ツアー…………………………………………………… 3,800千円
④産業
　ウーマンズビジネスプラングランプリ…………………………… 1,000千円
⑤国際化
　第6回品川区・ポートランド市青少年スポーツ交流事業 ………18,417千円
　外国人住民の住民基本台帳移行…………………………………… 5,908千円

長期基本計画の五五つのつの
　　都市像　　都市像の実現の実現

暮らしを守る　安全・安心都市

未来を創る　子育て・教育都市

だれもが輝く　にぎわい都市

24年度予算（案）の主な項目

　高齢者や障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、自助・
共助・公助がそれぞれの役割を担い、連携しながら取り組むことが大切です。
また健康づくりについては、自らの健康は自分でつくるということを基本に、
気軽に参加できる場の提供や生活習慣病の予防と早期発見のための取り組みを
引き続き進めていきます。
※高齢期の住まいと安全安心対策については、「三つの緊急課題」を参照。

①高齢者福祉
　24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ……………32,581千円
②障害者福祉
　重症心身障害者通所事業……………………………………………63,818千円
　障害者の就労支援の強化……………………………………………74,498千円
　高次脳機能障害者支援事業………………………………………… 3,532千円
　障害者歯科健診実施………………………………………………………761千円
③健康の推進
　胃がんリスク検診実施………………………………………………23,138千円
　国保基本健診（特定健康診査）実施…………………………… 457,669千円

みんなで築く　健康・福祉都市

24年度予算（案）の主な項目
24年度予算（案）の主な項目

　環境都市の実現には、品川区の地域特性をいかしながら、自然との調和や都
市の景観、環境負荷の軽減に配慮したまちづくりが必要です。
　水辺空間の活用については、河川に乗船施設を整備するなど、観光資源とし
てだけでなく、災害時の避難や物資輸送手段のための防災拠点としても活用し
ていきます。みどりの整備についても、区民の自主的な緑化活動などを支援す
るとともに、魅力ある公園づくりを進めます。

①水とみどり
　水辺空間の整備促進…………………………………………………39,500千円
　国文学研究資料館跡地公園整備………………………………… 295,000千円
　旧荏原平塚中学校跡地多目的広場整備………………………… 116,900千円
　河川活用交流事業への支援………………………………………… 3,291千円
②環境再生
　第二次品川区環境計画等の策定…………………………………… 9,958千円
　照明灯明るさ検証事業（人感センサー付き街路灯・公園灯試験設置） … 4,420千円
　資源再商品化の充実（新たに水銀式体温計・血圧計のリサイクルを開始）
　…………………………………………………………………………13,775千円

次代につなぐ　環境都市

24年度予算（案）の主な項目

24年度予算（案）の主な項目

2011年品川区民芸術祭オープニング
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24年度予算は、最重点施策である防災対策の強化、三
つの緊急課題への継続した取り組みと長期基本計画の

着実な実現を主眼に編成しました。業務執行体制の見直しなどを進め、職員定数を26人削減
し、人件費などの義務的経費の抑制に努めました。さらに事務事業評価の結果などを踏まえ、
区民保養施設事業の見直し、清掃事業や図書館の委託化拡大など経費削減を図りました。24
年度一般会計予算は1,325億9,756万4千円とし、23年度との比較では約53億円、3.8％の減とな
りますが、最重点施策である防災対策の強化には36億円余を充当しています。

24年度当初予算案の財政規模（前年度比）
一般会計予算  1,325億9,756万4千円（3.8％減）

国民健康保険事業会計予算  377億 581万6千円（2.9％増）
後期高齢者医療特別会計予算 70億7,667万1千円（7.3％増）
介護保険特別会計予算  198億 732万円（7.9％増）

当初予算 概要の

一般会計

歳入
1,325億

9,756万4千円

一般会計

歳出
1,325億

9,756万4千円

繰入金
125億4,263万7千円

都支出金
69億8,625万円

地方消費税交付金
56億5,000万円

使用料及び手数料
43億6,496万3千円

諸収入　38億5,691万5千円
分担金及び負担金　23億9,668万1千円
繰越金　24億円
その他　22億4,941万4千円

産業経済費　26億5,822万2千円
議会費　8億6,684万7千円
予備費　3億円

特別区交付金
340億円

特別区税
384億1,410万円

国庫支出金
197億3,660万4千円

民生費
587億2,165万7千円

総務費 
193億174万円

教育費 
188億7,774万2千円

土木費 
170億3,899万7千円

衛生費 
111億6,162万3千円

公債費 
36億7,073万6千円

　長引く景気の低迷や震災復興への取り組み、深刻な円高など、区政を取り巻く環境
は一層厳しさを増しており、行財政改革をより強力に進めていくことが不可欠です。24
年度は新たな視点で施策や事業を見直し、無駄や重複をなくしていきます。
　事務事業評価は、23年度、区民参加による行政評価を実施し、成果を上げました。
24年度は横断的な視点のもとで、区主体の事務事業評価を行い、各事業を検証します。
　また、公共施設の管理運営の効率化を進めることも重要であり、区民保養施設事業
に民間貸付方式を取り入れ、サービス向上と経費削減の両立を図ります。
　窓口サービスの向上も大切な取り組みの一つです。日曜開庁は、開始以来多くの方

にご利用いただき、24年度中には利用者が10万人を超えると見込んでいます。区民
の利便性向上のために窓口サービスのさらなる充実を図ります。
　次に、区民との協働の推進についてですが、今回の東日本大震災では、地域の共
助が力を発揮しました。地域の防災力は地域コミュニティの活性化などにより向上する
ものであり、引き続き多様な協働を促進していきます。
　また、地域主権改革による権限委譲などへの対応については、区に権限委譲される
事項の条例制定を進めるなど、今後とも基礎自治体としての基盤の確立に向けて、しっ
かりと取り組んでいきます。

区政運営の基本姿勢 厳しい社会情勢においても真に必要な施策を着実に実現していきます

結婚サポート
事業

事業の目的や実施手法を十分に検証し、工
夫を図ること

Ｃ
見直し

　希望により継続して参加できる方式に改め、セミナーや交流会の実施にあたっ
ては、価値観がマッチングする人同士が交流できるような運営を工夫する。

水辺の利活用
の推進

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

Ｃ
見直し

　24年1月に品川区・目黒区の両区長から東京都副知事に水質改善の抜本的な取
り組みに関する要望活動を行うなど、今後もこうした働きかけを継続的に行って
いく。
　区としては、区民を対象とした水質浄化意識の啓発活動を地元協議会などと連
携して行っていく。

マイバッグ
運動推進事業

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

Ｃ
見直し

　マイバッグ運動は24年度末で事業を終了し、空き缶回収運動も段階的に規模を
縮小する。新たな啓発事業として、節電に関するキャンペーンや国産間伐材の有
効活用事業など、区商店街連合会と連携し実施していく。

区民に対する
災害情報の発信

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

B
継続

　23年10月よりエリアメール、12月よりツイッターの運用を開始した。24年度
は発電機能付き防災ラジオのあっせん、防災行政無線で発信する情報をケーブル
テレビのＬ字放送で見ることができるようシステム改修するなど、情報伝達手段
の拡充を図る。

「区民参加による行政評価」の24年度当初予算への反映状況（主な事業）「区民参加による行政評価」の24年度当初予算への反映状況（主な事業）
23年7月31日㈰・8月6日㈯に、区民参加による行政評価（品川区行政評価委員会）を実施し、8つの事業を評価しました。その評価結果に基づき、事務事業の見直しを
行いましたので、主な内容をお知らせします。なお、その他の事業の見直し内容については、区ホームページをご覧ください。

一般会計の歳出を　　　にたとえると…　　に
民生費

443円

◎保育園待機児童対策　
◎特別養護老人ホームなどの整備
◎重症心身障害者通所事業の開始
◎生活保護費　　　　　　　　など

保育園運営、高齢者や障害のあ
る方など福祉の充実のために

衛生費

84円

◎各種がん検診、予防接種
◎ごみ収集、資源リサイクル
◎温暖化対策事業

など

保健衛生や環境対策のために

総務費

146円

◎文化・スポーツ活動施設の整備
◎品川区民芸術祭
◎防災ラジオあっせんなどの防災対策

など

文化芸術・スポーツ、防災や生
活安全のために

公債費

28円

◎学校・公園・社会福祉施設整備費
などの償還

など

公共施設の整備などを目的に借
り入れたお金を返すために

教育費

142円

◎小中一貫教育の推進
◎小中一貫校の建設
◎小・中学校の改築　

など

小・中学校教育や図書館などの
運営のために

産業経済費

20円

◎プレミアム付き商品券の発行
◎中小企業事業資金融資あっせん
◎品川区就業センターの開設

など

商工業の活性化のために

土木費

128円

◎都市計画道路整備
◎国文学研究資料館跡地公園整備
◎住宅・建築物耐震化支援

など

道路・公園・住宅などのまちづ
くりのために

議会費

予備費

7円

2円

区議会の運営のために
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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

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5～7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。

教室名 日時 会場 定員 費用

空手道 4月10日～7月10日の火曜日
午後6時30分～7時30分（全14回）

総合体育館（〠141－0022
東五反田2－11－2☎3449
－4400 Fax3449－4401）

30人 2,800円

剣　道

4月11日～7月18日の水曜日
午後4時～6時（全15回） 総合体育館 30人 3,000円

4月12日～7月19日の木曜日
午後5時～7時（全14回）

戸越体育館（〠142－0042
豊 町2－1－17☎3781－
6600 Fax3781－6699）

15人 2,800円

柔　道

4月12日～7月19日の木曜日
午後6時30分～7時30分（全14回） 総合体育館 30人 2,800円

4月11日～7月18日の水曜日
午後6時30分～7時30分（全15回） 戸越体育館 20人 3,000円

人小・中学生（抽選）
￥表の費用のほか800円（保険料）
申3月21日㈬までに、往復はがきかFAXで教室名、住所、氏名、電話番号、新
学年を各会場へ
※通年の教室で継続可能。

日4月15日㈰午後2時～4時　場中小企業センター（西品川1－28－3）
内式典、記念品贈呈など　※軽食有り。
人ひとり親家庭で、4月に小・中学校、高校に入学するお子さんと保護者
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申3月21日㈬までに、電話で子育て支援課☎5742－6589へ

日5月12日～6月23日の土曜日午後1時～3時（全6回）
※第1・3土曜日は午後1時30分から。
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内医師・看護師による健康チェックのもとでの水泳教室、保護者との個人面談
人区内在住の5歳～小学6年生のぜん息児50人（選考）※年齢は4月1日現在。
申4月10日㈫（必着）までに、はがきで参加者の住所・氏名・生年月日・電話番
号を健康課公害補償係（〠140－8715品川区役所☎5742－6747）へ
※後日、主治医意見書用紙などを送付します。

少年少女武道教室

二人で子育て（両親学級）

会場 日時

品川保健センター
（北品川3－11－22）

5/20
㈰

① 9:30～12:30
②13:30～16:30

荏原保健センター
（荏原2－9－6）

5/12
㈯

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
カップル各24組（選考）

申4月10日㈫（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、希望日時（第
3希望まで）、2人の住所・氏名・電話番号、
出産予定日をポピンズ品川区係（〠150
－0012渋谷区広尾5－6－6広尾プラザ
5階）へ
●区ホームページの「妊娠・出産」→「妊
娠中のサービス」→「二人で子育て（両
親学級）土日開催」からも申し込めます。
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016

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

※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。

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）

3月11日㈰
18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）

3月11日㈰

　　　柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
　　　カナイ歯科クリニック 西五反田 6 －21－ 7 ☎3490－0351
　　　高橋歯科医院 小　山 3 －11－18 ☎3781－3625
　　　品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
　　　青柳接骨院 荏　原 6 － 6 － 6 ☎3784－3267

3月18日㈰

　　　石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477
　　　ゆうデンタルオフィス 西五反田 2 －29－ 5 ☎3495－0648
　　　辛島歯科医院 小　山 5 － 8 －20 ☎3781－2627
　　　梅津柔道整復所 東大井 3 － 5 －10 ☎3766－7082
　　　須藤柔道整復院 中　延 5 － 9 － 5 ☎3783－0526

3月20日㈷

　　　林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
　　　すぎやま歯科 西五反田 8 － 1 － 2 ☎3492－8110
　　　小山台歯科医院 小山台 1 －22－ 8 ☎3716－6400
　　　大井接骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
　　　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）

3月17日㈯
　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
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　23年10月からの子ども手当を受給するには、9月まで受給していた方も
含め全ての方の申請が必要です。既に「認定請求書（勧奨用）」を送付し
ていますので3月31日（必着）までに申請してください。
　請求書を紛失した場合などは、再送しますのでご連絡ください。
※23年10月1日以降に転入・出生の場合は、申請された翌月分からの支給
です。
●公務員を退職する方、独立行政法人や団体などへ出向する方は新たに区
に申請が必要です。就職して公務員になる方は勤務先に申請が必要です。
※詳しくはお問い合わせください。
申子育て支援課手当・医療助成係
（本庁舎7階☎5742－6721）

の申請はお済みですか？

児童センターを利用する方が集い、活動の発
表や遊び・子育て情報を発信するイベントで
す。7つの世界（ワールド）が皆さんをお待
ちしています。
日3月20日㈷午前10時～午後3時30分
場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
①アドベンチャーシーワ－ルド ニュースポーツに挑戦
②Music World ティーンズによるライブ
③食育ワールド 野菜ソムリエによるトマトレッスンなど
④ママともワールド 自主サークルの発表・交流
⑤親子のひろば輪～るど 乳幼児親子向けコンサート
⑥ジャパン和～るど 和太鼓や演舞の発表
⑦シンポジウム 品川で育つ私たち～青少年の自立を考える

※事前にチケットが必要なコーナーもあります。
※詳しくは児童センターへお問い合わせください。
問子育て支援課在宅子育て支援係☎5742－6720

しながわ子ども未来フェスタ～あつまれSHINAGAWA・KIDS

子ども手当



●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
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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5ページです
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お知らせ
品川学園の校庭を地域に開放
します
現在、品川学園の校庭は整備中ですが、
第一グラウンドの一部を先行して5月よ
り地域に開放します。
日人①日曜日、祝日（午前9時～午後7時）
＝少年少女スポーツ団体（品川区少年
野球連盟・品川区少年サッカー連盟）
②夜間（午後7時～9時）＝社会教育関
係団体などの区内団体
※詳しい利用方法はお問い合わせください。
問①青少年育成課☎5742－6692
②文化スポーツ振興課スポーツ係

子どもすこやか医療費助成
病気やけがなどによって受診した場合、
健康保険診療の自己負担分を区が助成
します。医療証をお持ちでない方は申
請してください。
人区内在住で15歳まで（中学3年生以
下）のお子さん
※申請した日から助成が受けられます。
申お子さんと保護者の健康保険証と印
鑑を持って子育て支援課へ
●有効期限が24年3月31日の乳幼児医療
証か子ども医療証をお持ちの方へ
①4月から小学生になる「乳幼児医療証」
をお持ちの児童には、4月1日から有効
の「子ども医療証」を3月下旬に郵送し
ます。
②中学3年生（15歳）への助成は3月31
日で終了します。
―――――　共　　  　通　―――――
問子育て支援課手当・医療助成係
（本庁舎7階☎5742－6721）

「バリアフリー住まい館」は
3月31日㈯で閉館します
住宅改修や福祉用具の展示を通じて、高
齢期の住まいの支援をしてきましたが、
事業運営の見直しにより閉館します。
問高齢者福祉課庶務係☎5742－6728
バリアフリー住まい館☎5479－5033

品川区国際友好協会～海外派
遣生募集と自主活動援助事業
①成人夏期語学研修派遣生
日7月26日㈭～8月21日㈫

場ポートランド市
（アメリカ合衆国メイン州）
人8月1日現在、品川区に1年以上在住
している21～65歳の方2人（選考）
￥243,000円
選考／第1次（英文による筆記テスト）＝5
月12日㈯、第2次（面接）＝5月19日㈯
申5月11日㈮までに、同協会（広町2－
1－36第三庁舎4階）で配布する申込用
紙を持参
②自主活動援助事業
区内在住の外国人の方との交流をテー
マに、自主的に計画・実施する活動に
対し援助・助成を行います。
※詳しくは、お問い合わせください。
―――――　共　　  　通　―――――
問同協会☎5742－6517

ぷりすくーる西五反田職員募集
採用予定日／4月1日
勤務日時／週5日（月～土曜日）
午前7時30分～午後8時30分のうち8時間
※シフト勤務制。
職種／保育士（常勤）
人保育士資格を有する方2人（選考）
内保育園での0～2歳児の保育
保育事務書類の作成
月給／187,000円から
※交通費支給（月15,000円まで）。
場申3月30日㈮までに、履歴書と保育
士証の写しをぷりすくーる西五反田（〠
141－0031西五反田3－9－9☎5759－
8081）へ郵送か持参
問保育課保育計画係☎5742－6723

24年度保健師（非常勤職員）
募集
勤務期間／4月1日～25年3月31日
勤務日時／月16日
午前8時30分～午後5時15分
内検診・家庭訪問などの保健師業務
人保健師免許を持ち、健康で働く意欲
のある方若干名（選考）
月給／219,200円
申3月21日㈬（消印有効）までに、履
歴書（写真貼付）を人事課人事係（〠
140－8715品川区役所本庁舎5階☎
5742－6628）へ郵送か持参

空手道教室
日4月3日～8月28日の火曜日
午後7時30分～8時30分（全20回）
※通年の教室で継続可能。
場総合体育館
人16歳以上の方30人（抽選）
￥9,600円（保険料込）
申3月21日㈬までに、往復はがきか
FAXで教室名、住所、氏名、年齢、電
話番号をスポーツ協会へ

硬式テニスクラブ対抗戦
日4月1日㈰
※準決勝・決勝は4月22日㈰。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
内ダブルス団体戦
（男子・女子・ミックス）
人区内在住か在勤の方、連盟登録者
16チーム（先着）
￥1チーム12,000円
連盟登録チーム9,000円
主催／品川区テニス連盟
申3月25日㈰までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

志賀高原発哺温泉スキー教室
日3月30日㈮午後10時～4月1日㈰午後
9時（大井町駅前集合・解散、往復バス、
ホテル1泊、車中1泊）
宿泊／薬師の湯
人高校生以上で初級以上の方40人（先着）
￥19,000円
申3月21日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

障害者スポーツフリー利用
日場4月～25年3月（8月除く）
午前9時30分～11時30分（全11回）
第2土曜日＝総合体育館
第4土曜日＝戸越体育館
内軽スポーツなど
人自分で身の回りのことができ、会場
まで通える小学3年生以上の方
￥330円（保険料）
参初回に、費用を持って会場へ

ソフトボール審判講習会
日3月25日㈰午後1時から
人区内在住で18歳以上の方30人（先着）
￥500円
主催／品川区ソフトボール連盟
場参当日、運動できる服装で八潮区民
集会所（八潮5－10－27）へ
問スポーツ協会

区民プロデュース型講座・講演
会を開催する団体を募集します
区民を対象にした講座や講演会を、企画
し開催していただきます。
テ－マ／地域社会、文化芸術・スポーツ
の振興、青少年育成・支援、家庭教育の
振興や若者支援、高齢社会、人権啓発・
男女共同参画、平和・環境問題など
※昼間開催する場合や家庭教育の支援関連
の講座は幼児の保育を行っていただきます。
内6月25日～25年3月22日に、
①講座は1回2時間で5～10回開催
（委託料10万～20万円）
②講演会は2時間で1・2回開催
（委託料1万～6万円）
人社会教育関係団体に登録して1年以上
経過し、10人以上の会員で構成する団体
①講座6団体②講演会4団体（選考）
※受講者が、①講座は30人以上、②講
演会は70～100人を見込めること。
申請書配布場所／文化スポーツ振興課、
文化センター、こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）
※区ホームページからダウンロードもで
きます。
申4月20日㈮までに、申請書を文化ス
ポーツ振興課へ持参
※自主グループ講師派遣と重複不可。

第115回高齢者と介護者のた
めの料理教室
日3月27日㈫午後1時30分～4時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
内春をよぶ楽しい食事
人20人（先着）　
￥600円
申3月21日㈬までに、電話で成幸ホーム
☎3787－5393へ

スポーツ

講座・講演

求人

競技名 日程 会場 申込
締切日 費用 内容

ソフト
テニス

4/8㈰
しながわ区民公園
（勝島3－2）

3/18
㈰ 1組500円 ○中学男子・女子 　

4/15㈰
有明テニスの森

（江東区有明2－2－22）
3/30
㈮

1組800円
高校生1組500円

○高校男子・女子、一般男子・女子、壮年（45歳以上）
男子・女子　※予備日5/13㈰しながわ区民公園

卓球 4/15㈰
戸越体育館

（豊町2－1－17）
3/27
㈫

500円
18歳以下300円

○一般男子・女子　○壮年A（45歳以上）男子・女子
○壮年B（60歳以上）男子・女子　○中学男子・女子
○高校男子・女子　○初級の部

申各申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※年齢は、ソフトテニスは大会日当日、卓球は25年4月1日現在。
※ソフトテニスはダブルストーナメント戦、卓球はシングルストーナメント戦。

第62回 品川区民スポーツ大会（春季） 税

●23年分所得税・贈与税の申
告と納付の期限は3月15日㈭で
す

●23年分個人事業者の消費税・
地方消費税の申告と納付の期
限は、4月2日㈪です

税のたより

3月26日は3月26日は
「非核平和都市品川宣言」「非核平和都市品川宣言」
制定日です制定日です

区では、核兵器廃絶と恒久平和確立の願いを込め、昭和60年3月26日に「非核平和都市品川宣言」
を制定しました。これを記念して、広島・長崎平和使節派遣の成果発表資料や被爆当時の写真
などの展示をします。この機会に、あらためて戦争の悲惨さや平和について考えてみませんか。

シンボルマーク

日3月14日㈬～28日㈬　場本庁舎・第二庁舎3階連絡通路　
問総務課平和担当☎5742ー6625

問品川税務署☎3443－4171
荏原税務署☎3783－5371

国税庁ホームページ
HP www.nta.go.jp/



第4回はじめてのボランティア
日3月24日㈯午後2時～3時30分
内高齢者の疑似体験、車いす介助など
人20人（先着）
場申3月21日㈬までに、電話で戸越台特
別養護老人ホーム（戸越1－15－23☎5750
－1054）へ

メイプルセンターの講座
①最新ポップスにあわせて楽しく踊りま
しょう～ジャズダンス＜初心者向け＞
日4月7日～6月23日の土曜日
午後6時30分～7時45分（全10回）
人16人（先着）　￥15,000円
②中国語入門
日4月12日～6月21日の木曜日
午後6時30分～8時（全10回）
人初めて中国語を学ぶ方10人（先着）
￥22,000円（テキスト代別）
③フォーチュンタロット入門
日4月14日～6月23日の土曜日
午後1時～3時（全6回）
人24人（先着）
￥9,600円（教材費別）
④めざそう！TOEIC　100点UP
＜3カ月集中コース＞
日4月14日～6月23日の土曜日
午後4時～7時（全10回）
人TOEIC400点前後をお持ちの方20人
（先着）
￥38,500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

ふれあいフォーラム　第2回
「品川・災害に強いまちづく
り」を考える
実際のまちを参考に、都市型住居のま
ちづくりの基本を考えます。
日3月17日㈯午後1時30分～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人70人（先着）　￥1,000円（資料代込）
主催／日本建築家協会城南地域会
申3月14日㈬までに、FAXかEメール
で講演会名、住所、氏名、年齢、電話
番号を日本建築家協会城南地域会
（Fax050－3737－5900 forum@jia
－johnan.jp）へ
問建築課事務調査係☎5742－6767

「いきいきカラオケ広場」で
仲間づくり・健康づくり
登録期間／4月1日～25年3月31日
場カラオケルーム歌広場
目黒・大森店＝月～日曜日、祝日
五反田店＝月～金曜日（祝日除く）
内室料半額（ソフトドリンク付き）
※目黒・大森店の土・日曜日、祝日の室
料は3割引になります。
※室料は、会場・時間帯により異なります。
※飲食料金は自己負担。
人区内在住の60歳以上で構成された5人
以上のグループ
申はがきに「カラオケ広場」とし、グルー
プ名、代表者の氏名・電話番号、全員の
住所・氏名・生年月日を高齢者いきがい
課いきいき事業係（〠140－8715品川
区役所☎5742－6733）へ

品川＆早川ふるさと交流
●ゴールデンウイークファミリープラン
日4月28日㈯～5月6日㈰のうち1泊
コース／ネイチャークラフトか夜の森
探検
人区内在住か在勤で小学生のお子さん
のいる家族
￥4,300円、小学生3,670円
（2食付き宿泊費・プログラム参加費込）
※在勤の方は2,000円増し。
申電話で、ヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
●田植え体験とマス釣り
日5月12日㈯午前7時30分～13日㈰午後
5時30分（区役所集合・解散、1泊2日、
往復バス）
人区内在住か在勤の方41人（抽選）
※小学生以下は保護者同伴。
￥10,000円、小学生以下6,000円
（交通費・宿泊費込）
申3月23日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「田植え」とし、参加者全員の
住所・氏名・年齢・性別・電話番号を
地域活動課市町村交流担当（〠140－
8715品川区役所 Fax5742－6877）へ
―――――　共　　  　通　―――――
宿泊／町営ヘルシー美里（温泉）
問同課市町村交流担当☎5742－6856

品川清掃工場見学会
日3月24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3月22日㈭までに、電話で品川清
掃工場（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

第189回日曜コンサート
日3月18日㈰午後1時30分～3時
曲目／ティリンテッリ作曲「春よ」他
出演／品川クラシック音楽協会
場参当日、中小企業センター3階レク
ホール（西品川1－28－3☎3787－3041）へ

「早川ファンクラブ」新会員募集
内年3回程度、早川町の祭り（山菜祭り、
紅葉とそば祭りなど）参加、ハイキング、
温泉巡りなど
※会員の企画により実施。
人区内在住か在勤で、早川町の自然・
文化に興味のある方30人程度（抽選）
￥年1,000円　
※実費負担有り。
申電話で早川ファンクラブ・福原☎090
－2325－1480へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

（7）

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。
※詳しくはお問い合わせください。

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

■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

催　し ★

★

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

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

※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／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

この義援金は、税法上の寄附金控除に該当します

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

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3月22日㈭午後2時～3時30分
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

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/

●昼食時のお茶入れ
高齢者施設でお茶入れと下膳をし
ます。
日週1回（水曜日）11:30～13:00
場大井在宅サービスセンター（大井4）
●絵画お手伝い
高齢者施設で利用者と一緒に絵を
描きます。
日週1回から（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）
●入浴後の手伝い
高齢者施設で髪を乾かしたり、お
茶出し、話し相手をします。
日週1回から（火・水・土曜日）
9:30～15:30の間で都合の良い時間
場南大井在宅サービスセンター
（南大井5）

●清掃手伝い
高齢者施設の共有部分や居室の掃除
をします。
日週1回から（曜日は相談）
10:00～12:00、14:00～16:00
場ケアホーム東大井（東大井5）
●お楽しみクラブの補助
高齢者施設で体操・ゲームなどの
補助をします。
日週1回から（月～木・土曜日、祝日）
13:00～15:00
場東品川在宅サービスセンター
（東品川3）
●見守り・話し相手
高齢者の見守りや話し相手をしま
す。
日週1回から（月～土曜日）
13:30以降で都合の良い時間
場荏原特別養護老人ホーム（荏原2）

ポ

ポ

ポ

ポ

ポ

区内に避難されている方を対象に「交流会」を開催します。
日3月24日㈯午前11時30分～午後2時　内昼食会、情報交換
場申3月22日㈭までに、電話で品川ボランティアセンター（大井1－14－1
☎5718－7172）へ

東日本大震災の被災地から
品川区内に避難されている皆さんへ



● いま、品川区では。
● 品川シルバー大学
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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。

番号 会場 日程 時間 回数 定員(抽選)
① 戸越台中学校温水プール

（戸越1－15－23） 4月12日～6月14日の木曜日
9:45 ～10:45

各9回 各80人
② 11:45 ～12:45
③ 伊藤学園温水プール

（大井5－1－37） 4月 9日～5月28日の月曜日
9:45 ～10:45

各6回
各70人④ 11:45 ～12:45

⑤ 日野学園温水プール
（東五反田2－11－1） 4月12日～6月 7日の木曜日 13:45 ～14:45

各8回⑥ 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2） 4月19日～6月14日の木曜日

9:45 ～10:45
各60人

⑦ 11:45 ～12:45
￥①②各4,500円　③④各3,000円　⑤⑥⑦各4,000円
申3月23日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号を品川健康センター（〠140－0001北品川3－11－22☎5782－8507）へ
※おおむね1年以内に受けた健康診断などの結果票が必要です。

高齢者や体力が落ちてきた方を対象とした「泳がなくて良いプール
での運動」です。〝プールで歩く〞運動は、膝や腰に負担をかけずに
効果的にできます。

水中散歩教室 やしお「協働」フェスタ・地域活動展やしお「協働」フェスタ・地域活動展
～志縁・地縁でつながる助け合い～志縁・地縁でつながる助け合い
「協働推進室」を活動拠点としているＮＰＯ法人をはじめ、
地域で活動している自治会・団体・サークルなどが連携し、
一緒に地域を盛り上げるイベントです。
日3月18日㈰午前10時～午後4時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
内活動紹介のパネル展示、作品展示、相談会、演奏など
問地域活動課協働・ふれあいサポート係☎5742－6605

水族館の中に小学校を開校します。それぞれの科目に合わせたクイズが出題さ
れます。
日3月17日㈯～5月7日㈪

入館料／1,300円（800円）、65歳以上
1,200円（700円）、小・中学生600円（400
円）、4歳～就学前300円（200円）
※区内在住の方は住所（65歳以上の方は年
齢も）確認できるものを各自提示すると（　）
の金額になります。

休館日／火曜日　※3月20日・27日・4月3日は開館。
問しながわ水族館（勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433 HP www.aquarium.
gr.jp/）

￥表の参加費のほか年間登録費1,500円（保険料込）
※IV・TVは2人1組。
※学生を除く18歳以上の方は健康診断書が必要。
主催／品川区水泳連盟
申3月18日㈰までに、往復はがきで教室名、コース、
住所、氏名（ふりがな）、年齢（新学年）、性別、電話番
号、幼稚園・保育園・学校名、保護者名、泳力（クロー
ルで何m）をスポーツ協会へ

教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 参加費 定員（抽選） 会場
土曜日児童 IT 5歳～小学生

第2・4
土

9:30～11:00
各8

4,000円 30人
伊藤学園温水プール
（大井5－1－37）土曜日親子 IV 4歳～小学2年生の

お子さんと保護者 11:30～13:00 8,800円 20組

みんなの
水泳教室 TP 18～70歳

第1・3・5
土

9:30～11:00
各9

5,400円 10人 戸越台中学校温水
プール
（戸越1－15－23）土曜日親子

水泳教室 TV 4歳～就学前の
お子さんと保護者 11:30～13:00 9,900円 60組

1時間目 社会（地方名と無秩序放流）
2時間目 音楽（イルカの鳴き声）
3時間目 理科（魚の形態・解剖）
4時間目 算数（魚に隠れた数字の計算）
5時間目 国語（魚へんの漢字）
6時間目 図工（生き物の折り紙）

今春開校 しながわ水族館付属お魚小（笑？）学校

緊急速報 「エリアメール」
　　　　　の配信を拡大します
　品川区では23年10月から、区が配信元になり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
していますが、3月からＫＤＤＩとソフトバンクの配信を
開始します。
○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。
②エリアメール対応機種で、配信エリア内（品川区内）
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、在勤・在学者や区内通
過者の方も受信できます。
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場合など、災害時の避難準備情報、
避難勧告、避難指示を配信

※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、各携帯電話会社にご確認ください。
問広報広聴課☎5742－6631

教室名 日時 会場 申込先

①北品川教室
4月7日～9月29日の土曜日
午前10時30分～午後2時
（全12回）

北品川わくわくクッキ
ング教室
（北品川1－23－10）

ライフケアーサービスセン
ター☎3471－3883（月～
土曜日午前9時～午後5時）

②東大井教室
4月19日～6月28日の木曜日
午前10時～11時30分（全10回）
※調理実習のときは午後1時まで

東大井地域密着型
多機能ホーム
（東大井5－8－12）

みんなの食育☎6674－
1803（火曜を除く午後1時
～5時）

③荏原教室 4月12日～6月21日の木曜日
午前10時～正午（全10回）

荏原文化センター
（中延1－9－15）

長寿社会文化協会☎5405
－1501（月～金曜日午前
10時～午後5時）

人区内在住のおおむね65歳以上で、会場への往復ができる方各10人（先着）　
￥①6,000円②③各2,000円　※②③は材料費別。　
申4月5日㈭までに、本人が電話で各申込先へ　
問高齢者いきがい課☎5742－6733

わくわくクッキング参加者募集

会場 時間
①特別養護老人ホームロイヤルサニー
（西大井2－4－4）
※施設使用料（3,000円）が必要です

午前10時～11時30分

②京陽公園（平塚2－12） 午前10時30分～正午
③鈴ヶ森公園（南大井4－18） 午後2時～3時30分
日4月13日～25年3月22日の第2・4金曜日（全24回）
内健康遊具を使用したつまずかない運動など、四つの基本運動
人おおむね65歳以上の方各若干名（先着）
申3月23日㈮までに、電話で①は春光福祉会☎5743－
6111、②③は高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－
6733へ

い いき き うんどう教室 参加者
募集

皆で料理を作り、健康な食生活
について学びます。

しながわ
写真ニュース

　2月18日㈯、きゅりあんで「環境講演会・しながわ環境大賞授賞式・みどりの顕彰式」を開催。
今回は初めて「しながわ環境大賞授賞式」と「みどりの顕彰式」が合同で行われました。授
賞式に続き、生島ヒロシ氏による環境講演会が行われ、会場は大いに盛り上がりました。
　しながわ環境大賞は、区民の環境保全に関する自主的な取り組みを進めるため、特に優れ
た環境活動を行っている団体や個人を表彰するもので、23年度の環境大賞は日立ソリュー
ションズ・山中こどもエコクラブ・西中延3丁目町会の3団体が、環境賞は5団体と1名が選
ばれました。また、みどりの顕彰式では緑化大賞2事業、緑化賞2事業が選ばれました。

環境講演会・しながわ環境大賞授賞式・みどりの顕彰式

水泳教室4～10月（7・8月を除く） 問スポーツ協会（〠141－0022東五反田2－11－2☎3449－4400）


