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　平日、区役所にお越しになるのがむずか
しい方のため、日曜日に区役所で戸籍・住
民票などの届け出の受け付けや証明書発
行などを行っています。
　平成20年1月の開始以来多くの方にご
利用いただいております。
問☎3777−1111（代表）
※業務の内容について、平日は各担当課へお問い合
わせください。

● 取り扱うことのできる業務は限られています
ので、下記以外についてはあらかじめお問い
合わせください。

● 他区市町村などへの照会が必要なものにつ
いては、すぐにお取り扱いできない場合があ
ります。

● 手続きの際には、運転免許証、パスポート、
住民基本台帳カードなど本人確認ができる
ものをお持ちください。

● 戸籍の届書は、窓口開設時間帯以外でも2階
「夜間休日受付」（年中無休24時間）でお預か
りします。

日曜日午前8時30分～午後5時

区役所本庁舎3階フロア

●祝日と重なる日曜日も開庁します。
● 年末年始（12月29日〜1月3日）の日曜日、日曜

日が月末などの場合は閉庁します。

● 本庁舎3階正面・議会棟3階・第二庁舎3階出入り
口よりお入りください。

24年度の閉庁日 　次の日曜日は閉庁となります。
・7月8日（住民基本台帳法改正に伴うシステム保守のため）
・9月30日（月末のシステム定期保守のため）
・25年3月31日（月末のシステム定期保守のため）

日時

場所

業務内容 担当課
出生・死亡・婚姻・離婚・転籍などの届書の受領＊1、火葬許可証の交付など

戸籍住民課
戸籍・除籍全部(個人)事項証明書、改製原戸籍謄本、戸籍の附票、身分証明書の交付など
転入・転出などの異動届け出、印鑑登録申請、住民票の写し・記載事項証明書・印鑑登録
証明書の交付、住民基本台帳カードの申請など＊2・3
外国人登録、居住地・在留期間などの変更、外国人登録原票記載事項証明書の交付など＊3
国民健康保険資格取得・喪失・変更申請、国民健康保険証の交付＊4、国民健康保険料の納
付・口座振替の手続き、後期高齢者医療保険料の納付・口座振替の手続き 国保医療年金課

介護保険料の納付・口座振替の手続き 高齢者福祉課
母子健康手帳の住所変更届の受け付け（転入時のみ）＊5 健康課
児童手当、子ども医療費助成の申請・申請書の交付、子ども医療証の交付 青少年育成課
就学指定通知書の交付（転入・転居時のみ） 学務課
特別区民税・都民税（個人）の納税・課税・非課税証明書の交付＊6、軽自動車税の納税証
明書の交付、特別区民税・都民税の納付・口座振替の手続き、軽自動車税の納付 税務課

＊1　 原則として即日の受理証明書などの発行、変更後の氏名での
転出入届などの手続きはできません。

＊2　 住基ネットを利用する付記転入、広域交付住民票、電子証
明書の申請、住民基本台帳カードの即日交付などの業務は
取り扱いできません。

＊3　 改正住民基本台帳法が施行され、7月9日㈪から一部の手続
きが変更となります。詳しくは区ホームページをご覧くださ
い。本紙7月1日号にも掲載予定です。

＊4　 保険証は原則は郵送交付ですが、希望により本人確認の上、
即日交付できます。保険証の記載内容変更の場合は、保険
証をご持参ください。

＊5　母子健康手帳をご持参ください。
＊6　 特別区民税・都民税の申告などが無い場合は交付できま

せん。

戸籍・住民票・外国人登録の届け出・証明書の発行など
国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の届け出、国民健康保険料の納付など
介護保険料の納付など
特別区民税・都民税の納税・課税・非課税証明書の発行など
特別区民税・都民税・軽自動車税の納付や納付相談など

出生・死亡・婚姻・離婚などの届書の受領
火葬許可証の交付
緊急を要するものの処理と連絡

取扱業務

火曜延長窓口

取扱業務

火曜日午後5時～7時（祝日、年末年始を除く）
昼間忙しい方が、戸籍・住民票の届け出などができるように、戸籍住民課、国保医
療年金課、税務課、高齢者福祉課介護保険料係では延長窓口を開設しています。

日時

夜間休日受付
月～金曜日・開庁している日曜日は午前0時～8時30分、午後5時～午前0時
土曜日・開庁していない日曜日・祝日は終日

夜間休日受付（第二庁舎2階　宿直警備室）
☎3777−1111（代表）

日時

場所

品川区総合庁舎

京
浜
東
北
線

至
品
川

大
井
町
駅しなかんPLAZA

社会福祉協議会

しながわ
中央公園

中小企業センター

青稜中・高

イトーヨーカドー

下神明駅

大井町線

品川区総合庁舎
広町２－１－36

議会棟
3階出入り口

第二庁舎3階
出入り口

日
曜
開
庁
窓
口

本庁舎
3階出入り口

※他区市町村に照会が必要なものについてはすぐにお取り扱いできない場合があります。

区役所が通常業務を行っていない夜間や休日であっても、次の業務を取り扱っています。

区役所の一部は
日曜日も開庁
しています

取扱業務
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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）
4/1情報館 情報館は2・3・6・7ページです

ろば康ひ健
春のポリオ（小児まひ）予防接種

日程 会場 対象地区
5/7
㈪ 荏原保健センター 小山台、小山

荏原
5/11
㈮

五反田文化センター
（西五反田6−5−1）

東五反田
西五反田、上大崎

5/14
㈪

荏原文化センター
（中延1−9−15）

二葉、東中延
西中延
中延1～3丁目

5/15
㈫ 品川保健センター 西大井、大井

広町

5/18
㈮

南大井文化センター
（南大井1−12−6）

東大井、勝島
南大井

旗の台文化センター
（旗の台5−19−5）

旗の台
中延4～6丁目

5/21
㈪ 荏原保健センター 平塚

戸越1～3丁目
5/22
㈫ 品川保健センター 東品川、南品川

5/23
㈬ 荏原保健センター 戸越4～6丁目

豊町
5/25
㈮

八潮区民集会所
（八潮5−10−27） 八潮

6/5
㈫ 品川保健センター 北品川、西品川

大崎

受付時間／午後1時30分～2時30分
人次の期間に生まれたお子さん
第1回目＝平成23年5月1日～10月31日
第2回目＝22年11月1日～23年4月30日
※対象のお子さんには事前に通知します。
※体温は当日会場で測ります。
※母子健康手帳がないと接種できません。
※接種当日7歳6カ月未満で接種が済んで
いないお子さんは、母子健康手帳を持っ
て直接会場へおいでください。
問保健予防課☎5742−9152
品川保健センター☎3474−2225
大井保健センター☎3772−2666
荏原保健センター☎3788−7014

二人で子育て（両親学級）

日4月24日㈫午後1時30分～3時30分
内もく浴実習、先輩ママとの交流
人初めての出産を控えたカップル12組（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772−
2666へ

むし歯撃退教室

日4月20日㈮午前10時～11時30分
内むし歯予防や歯の磨き方（実技）など
人歯が8本くらい生えた12カ月前後のお
子さんと保護者20組（先着）
場申4月2日㈪から、電話で荏原保健セン
ター☎3788−7015へ

難病の方のためのリハビリ教室

日4月19日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリ、交流会
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20人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772−
2666へ

お子さんの健康を守るために
予防接種を受けましょう

●定期予防接種
接種時期に案内と接種票を送付します。

種類 通知の時期 接種できる期間

DPT（ジフテ
リア・百日ぜ
き・破傷風）

2カ月
3カ月～
7歳6カ月未満

（3回接種）
1歳6カ月 7歳6カ月未満

DT（ジフテリ
ア・破傷風） 11歳 13歳未満

ポリオ
（小児まひ）

5～10カ月
11カ月～1歳4カ月 7歳6カ月未満

MR（麻しん・
風しん混合）

1歳 2歳未満
小学校に就学す
る前年度の4月

4月1日～
翌年3月31日

中学1年生に就
学する年の4月
高校3年生に相
当する年齢に達
する年の4月

日本脳炎  ＊1
3歳 7歳6カ月未満

（2回接種）
4歳 7歳6カ月未満
9歳 13歳未満

BCG 4カ月 6カ月未満
＊1 平成7年6月1日～19年4月1日生まれのお子
さんは特例で20歳誕生日前日まで公費で接種で
きます。詳しくはお問い合わせください。
※区外で接種する方は、事前に申請すると実費
をお返しできる場合があります。

●任意予防接種
接種費用の一部を助成します。

種類 対象 助成
Hib（インフル
エンザb型菌） 2カ月～5歳未満

のお子さん

1回3,000円
（4回まで） ＊2

小児用
肺炎球菌

1回5,000円
（4回まで） ＊2

流行性耳下
腺炎

（おたふくかぜ） 1～4歳未満の
お子さん 1回3,000円

水痘
（水ぼうそう）

子宮頸
けい

がん 中学1年生・20
歳の女子

1回8,000円
（3回まで）
対象者に接種
券を送ります

＊2 接種回数は月齢により異なります。
※品川区の契約医療機関で、助成額を差し引い
た料金をお支払いください。
※区外の医療機関での接種は、原則助成があり
ません。
※詳しくはお問い合わせください。

問保健予防課☎5742−9152

難病の方と家族のためのリハビリ教室

日4月23日㈪午後1時30分～3時30分
内声楽家による音楽療法
人難病の方と家族30人（先着）
※後縦靭帯骨化症・脊髄小脳変性症の方
は、教室終了後、情報交換など交流会を
行います。交流会のみの参加もできます。
場申電話で品川保健センター☎3474−
2904へ

食に関する相談

子育て中の食の悩みから高齢者の食生
活まで栄養士がアドバイスをします。

日時 会場
4/11㈬
13:00～16:00

武蔵小山商店街パルム会館
（小山3−23−5）

4/23㈪
13:00～16:00 啓発展示室（第二庁舎3階）

※塩分の測定を希望する方は、汁物（みそ汁など）
をご持参ください。

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

ジュニア初心者テニス教室

日5月10日～6月28日の木曜日
午後5時～6時30分（全8回）
場総合体育館
人小学1年～中学3年生40人（先着）
￥8,400円（保険料込）
申4月30日㉁までに、費用を持ってスポーツ協会へ

毎週木曜日は
しながわ出会いの湯

日4月5日㈭・12日㈭・19日㈭・
26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

●24年度から保険料段階が9段階から13段階へと
変わりました
保険料段階が第3・4段階で一定の要件を満たしている方
には保険料が減額される制度があります（特例減額）。
※詳しくは、通知書に同封されているちらしをご覧ください。
問高齢者福祉課介護保険料係☎5742−6681

24年度の介護保険料の納入通知書を4月
中旬に発送します。介護保険料は区民税
をもとに計算しますが、4月の時点では24
年度の区民税が決定していないため、23
年度の区民税をもとに仮算定し、6月に区
民税が決定後、7月に再度計算します。

65歳以上の方（第1号被保険者）の介護保険料を通知します

キ
リ
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リ
線

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

  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）

4月1日㈰
8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）

4月1日㈰

　　　柿島医院 大　井 3 −21−10 ☎3775−5171
　　　龍歯科医院 西五反田 8 − 2 − 2 ☎3491−9489
　　　米田歯科医院 小　山 4 − 1 −11 ☎3712−5445
　　　行方接骨院 八　潮 5 − 2 − 2 ☎3799−5809
　　　荒川接骨院 中　延 4 − 5 −21 ☎3787−9520

4月8日㈰

　　　藤川医院 大　井 7 −29− 2 ☎3771−1764
　　　陽光歯科クリニック 西五反田 8 − 4 −15 ☎3490−1390
　　　井口歯科医院 荏　原 3 − 8 −15 ☎3788−0202
　　　目黒整骨院 上大崎 2 −15− 5 ☎3444−7796
　　　せきね接骨院 戸　越 5 −19−12 ☎3784−2161

  土曜日夜間／午後5時〜午後10時（受付は午後9時30分まで）

4月7日㈯
　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 − 7 −25 ☎3450−7650
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 −11−16 ☎3471−2383

小

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

内
小

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

歯

歯

骨

骨

骨

骨

曜日 診療機関 所在地 電話番号
日・月・水
土曜・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
土曜・祝日 昭和大学病院附属東病院 西中延2−14−19 ☎3784−8383

木曜日 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

眼科救急の応急診療

※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。
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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

4月の区議会
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
17日㈫午後1時
行財政改革特別委員会／18日㈬午後1時
震災対策特別委員会／19日㈭午後1時
※日程は、変更する場合もあります。傍
聴席に限りがありますので、あらかじめ
お問い合わせください。傍聴券は、開会
の1時間前から配付します。
問区議会事務局☎5742−6809

24年度特別区職員採用試験（Ⅰ類）
●事務・技術（土木造園・建築・機械・電気）
人22～27歳の方
●福祉・衛生監視
人22～29歳で必要な資格のある方
※衛生監視（化学）は資格不要。
●保健師
人22～39歳で保健師免許のある方
───────共　　通───────
※年齢は25年3月31日現在。
※22歳未満で、学校教育法に基づく大学

（短大を除く）を卒業した方（25年3月卒
業見込みも可）、同等の資格があると特別
区人事委員会が認める方も可。
第1次試験日／5月6日㈰
申込書配布場所／
特別区人事委員会事務局、品川区人事課

（本庁舎5階）、地域センター

申込先 申込期間

郵
送

〠102−0072千代田区飯田
橋3−5−1特別区人事委員
会事務局任用課

4月9日㈪
（消印有効）
まで

持
参

特別区人事委員会事務局
任用課、品川区人事課

4月10日㈫
　　11日㈬

※ HP www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm
からも申し込めます（4月9日㈪まで）。
問特別区人事委員会事務局任用課採用係
☎5210−9787
人事課人事係☎5742−6628

アスベスト調査助成
建物などの解体・改修工事の前にアスベ
ストの含有調査が必要となる場合の調査
費用を助成します。
対象／区内の住宅・事務所・作業所・店舗・
倉庫・駐車場などの所有者、マンション
の管理組合など　5件（先着）
助成額（上限）／25万円
問環境課指導調査係☎5742−6751

「エコアクション21」を認証取得
した費用の一部を助成します
中小企業向け環境マネジメントシステム

「エコアクション21」の取得費用の一部を
助成します。
対象／区内で事業を営み、法人事業税を
滞納していない中小企業基本法に規定す
る中小企業  5事業所（先着）
助成額／審査費用、認証・登録料の2分
の1（上限20万円）
申環境課で配布する申請書を同課環境管
理係（本庁舎6階☎5742−6749）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。

無料省エネルギー診断を
受けてみませんか？
内専門員による現地調査、コスト削減と
省エネルギー運用改善提案
人年間エネルギー使用量が、原油換算で
おおむね15kℓ未満（年間光熱水費で約
100万円）で、区内で1年以上事業を営ん
でいる、中小規模事業所・事務所・工場・
店舗など　5事業所（先着）
申環境課で配布する申込書を同課環境管
理係（本庁舎6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。

女性相談員による面接相談
一人で悩まず、ご相談ください（男性も可）。
●法律相談
日5月2日㈬・8日㈫午後1時～3時30分
28日㈪午後5時30分～7時30分
●カウンセリング相談
日5月24日㈭午後1時～3時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日5月18日㈮・25日㈮午後1時～3時
11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5月10日㈭・17日㈭
午前10時～午後3時30分
相談電話／5479−4105

83（ハチサン）運動にご協力を
4月は、新1年生を迎える季節です。買い
物や散歩、花の水やりなどの際に、子ど
もたちの様子を気に掛け、日常生活の中
で子どもたちを見守る「83運動」に、引
き続きご理解とご協力をお願いします。
問庶務課庶務係☎5742−6823

国民健康保険・後期高齢者医療
制度に加入の方へ
日帰り温泉施設「大江戸温泉物語」を割
引料金で利用できます。
利用方法／保険証（コピー可）を受付に
提示
※1人の提示で5人まで、年度内何回でも可。
￥1,150円　※ナイター（午後6時以降の
入場）は800円、4歳～小学生200円。
※深夜2時以降の滞在は追加料金有り。
※「大江戸温泉物語浦安万華郷」は一般
料金から300円割り引いた料金で利用で
きます。
交通／大井町駅からバス「船の科学館」行
き「東京港湾合同庁舎前」下車2分
テレコムセンター駅下車2分
※品川駅・東京テレポート駅から無料送
迎バス有り。
問国保医療年金課保険事業係
☎5742−6675

就職したとき、退職したとき
年金の届け出をお忘れなく
●就職して、厚生年金や共済組合などに
加入する
勤務先に年金手帳を提出し、厚生年金など
への加入手続きをします。配偶者を扶養し
ている方は、配偶者の年金手帳も必要です。
●退職や勤務形態が変わり厚生年金や共
済組合などから外れた
20～59歳の方は、区役所に国民年金に加
入する届け出をします。扶養されている
20～59歳の配偶者も届け出が必要です。
必要書類／年金手帳（本人、配偶者）、
厚生年金などから外れたことが確認でき
る書類（資格喪失証明書・離職票など）
※退職した方の所得を審査対象外として
保険料免除申請を受け付ける「特例免除」
の制度もあります。ご相談ください。
※代理の方が届け出するときは、代理人
の印鑑・本人確認できるものをお持ちく
ださい（委任状が必要な場合もあります）。
問国保医療年金課国民年金係

（本庁舎4階☎5742−6684）

家内労働委託状況届は4月30日㉁
までに提出してください
家内労働者へ仕事（内職など）を委託し
ている事業主の方は、労働基準監督署へ
の「委託状況届（4月1日現在）」の提出
が義務付けられています。
※詳しくは、東京労働局賃金課☎3512−
1614か最寄りの労働基準監督署へお問い
合わせください。
問ものづくり・経営支援課☎5498−6352

生涯学習ボランティア保険
加入団体募集
生涯学習ボランティアに加入する団体を
募集します。保険料は区が負担します。
対象／次の全てにあてはまる子ども会な
どの活動団体の育成者
①青少年の健全育成が目的
②社会教育関係団体（少年少女団体）
③年間を通じて計画的・継続的に活動
保険期間／5月1日㈫～25年4月30日㈫
保険内容／傷害保険＝育成者が活動中
に、突発的な事故でけがや死亡したとき
損害賠償責任保険＝育成者が活動中に参
加者やその他の人や物に損害を与え、損
害賠償責任を負ったとき
申4月4日㈬～27日㈮までに、育成者全員
の住所・氏名・年齢・電話番号と前年の
活動実績、社会教育関係団体登録証を文
化スポーツ振興課文化振興係へ持参

飼い主のいない猫（地域猫）の不妊・
去勢手術費の一部を助成します
対象／区内に生息している生後6カ月以
上の飼い主のいない猫（地域猫）について、
品川区に住民登録をしている方が申請
助成（先着）／去勢（オス）1頭4,000円＝
60頭、不妊（メス）1頭8,000円＝200頭
※1人10頭まで。
申区内の動物病院で、4月以降に手術を
実施後30日以内に、生活衛生課で配布す
る申請用紙と手術完了報告書を同課庶務
係（〠140−8715品川区役所本庁舎7階
☎5742−9132）へ郵送か持参
※外飼いしている猫や、現在野良猫でも
その猫を飼う予定がある場合は、飼い猫。

しながわマリッジサポート結婚相談
カウンセラーによる個別相談を実施しています。
日第4日曜日午前10時～午後6時
※12月は第3日曜日。
※時間は面談50分・電話20分以内。
場オーネット

（東品川4−13−9楽天タワー2号館）
人区内在住か在勤の20歳以上の方か親
各7人程度（先着）
申相談希望日の5日前までに、ホームペー
ジの応募フォームかFAXで相談希望日
時、住所、氏名、本人・親の別、年齢、
性別、連絡先をしながわマリッジサポー
ト 事 務 局（ ☎3474−1771 Fax3474−
1775 HP  onet.jp/shinagawa/）へ
※詳しくは地域活動課（第二庁舎6階）、
地域センター、文化センター、体育館、図
書館などで配布するちらしをご覧ください。
問地域活動課庶務係☎5742−6687

お知らせ

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 品川交通事故相談所
☎5742−2061

内 職 相 談 ㈪～㈮  9:00～16:00

中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

就業センター
☎5498−6353職 業

紹 介・ 相 談 ㈪～㈮  9:00～17:00

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㈭・㈮  9:00～13:00
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

㈪～㈮  9:00～17:00 東京都品川児童相談所
☎3474−5442

カウンセリング
相 談（ 電 話 ）

第1～3
㈭ 10:00～15:30 男女共同参画センター

☎5479−4105

Ｄ Ｖ 相 談
第2㈮
を除く 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2㈮ 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
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講演と映画のつどい

　21年4月～23年12月の本紙1日
号の連載企画「わがまち眺望品川」
で撮影した区内の空撮写真を区ホー
ムページのしながわWeb写真館に掲
載しました。ぜひご覧ください。
　写真はWeb写真館からご利用いた
だけます。詳しくはお問い合わせく
ださい。
問広報広聴課☎3771－2000

「わがまち眺望品川」の空撮写真を
しながわWeb写真館に掲載しました

講演 映画

憲法週間にちなみ、平和の尊さや基本的
人権の大切さについて考えてみませんか。

5月11日㈮
午後1時開演

（午後0時30分開場）

ご寄付を
ありがとうございました

（敬称略・順不同）

小野貞光＝100,000円、ユニオンビル
ヂング＝100,000円、遠藤真理子＝図
書12冊、ネットワンシステムズ＝パソ
コン5台、オオゼキ代表取締役八十川
祐輔＝150,000円、シジシージャパン
＝マスク900箱、芝野善次＝絵画7点・
書籍33冊
〔地域振興基金〕
51,840円（1・2月分）
日本ハム＝3,050円、オオゼキ戸越公園
店＝7,483円、オオゼキ戸越銀座店＝
11,524円、オオゼキ不動前店＝5,468円、
オオゼキ旗の台店＝24,315円

憲法週間
記念

世
界
は
ど
ん
な
ふ
う
に

生
き
て
い
る
か

人
生
、
こ
こ
に
あ
り
！講師／曽野綾子（作家）

※手話通訳・要約筆記付き。

ⓒ2008 RIZZOLI FILM

09年イタリア・ゴールデングロー
ブ賞受賞作品　※日本語字幕付き。

場きゅりあん（大井町駅前）
人1,100人（抽選）
申4月16日㈪（消印有効）までに、
往復はがき（1枚2人まで）に「つ
どい」とし、代表者の住所・氏名
（ふりがな）・電話番号、参加者の
氏名（ふりがな）を人権啓発課（〠
140－0013南 大 井5－2－17
☎3763－5391）へ
※抽選結果は4月下旬発送予定。

人次のいずれかにあてはまる世帯
①65歳以上のみの世帯、障害者のみの世帯
②要介護3以上で65歳以上の方か2級（度）以上の障害者
の方のいる世帯
￥費用が20,000円以下＝費用の1割
費用が20,000円超＝費用から18,000円を差し引いた額
※住民税非課税世帯は費用が20,000円以下の場合無料。
20,000円を超えた場合は超えた額を自己負担。
申請書など配布場所／高齢者いきがい課（本庁舎3階）、
地域センター、文化センター、シルバーセンター
問高齢者いきがい課高齢者住宅担当☎5742－6735

地震対策に有効な家具転倒防止
器具の購入、取り付けに係る費
用の助成をします。シルバー人
材センターが転倒防止器具の選
定から取り付け
までを行います。

高齢者などの家具転倒防止対策助成の
対象世帯を4月から拡大しました地震に備えて

HP www.city.shinagawa.tokyo.jp/photo/

みどりと花のフェスティバルみどりと花のフェスティバルみどりと花のフェスティバル
各会場にて、春の花々や苗などの販売、特色のあるイベントを開催します。
参当日、直接会場へお越しください。詳しい内容は各会場へお問い合わせください。

4月7日㈯・8日㈰

4月21日㈯・22日㈰

4月14日㈯・15日㈰

4月28日㈯・29日㈷

午前9時～午後4時

午前10時～午後4時

午前10時～午後4時

午前9時～午後4時

内ふれあい動物園他

内抽選会・親子記念写真撮影会他

内チューリップ祭り
　園芸講座他

内フラワーアレンジメント教室他

ふれあい動物園

苗木・花苗販売

チューリップ祭り

フラワーアレンジメント
教室

西大井広場公園
（西大井駅前）

戸越公園
（豊町2－1）
☎3782－8819

東品川海上公園
（東品川3－9）
☎3471－3696

しながわ区民公園
（勝島3－2）
☎3762－0655

東品川海上公園で
野外コンサート
ジャズをベースに、スタンダードナン
バーや安らぎが感じられる優しい楽曲
を演奏します。
日4月14日㈯午後2時～2時40分
※雨天中止。
問しながわ中央公園☎5740－5037

問しながわ区民公園
☎3762－0655

しながわ中央公園での野外コンサートの様子

4月から家具
のガラス部分
の飛散防止
フィルムも含
まれます

新設
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環境に配慮した設備・機器の設置費用の一部を助成します

対象設備・機器 助成額・上限 助成件数
（抽選）

省エネルギー
設備

（第1期）

① CO2冷媒ヒートポンプ
給湯器 5万円 20件

② 潜熱回収型給湯器 2万円
各5件

③ ガス発電給湯器 15万円
④ 家庭用燃料電池 40万円 10件

太陽エネルギー
利用機器

（第１期）

⑤ 太陽光発電システム 10万円／ kW
（30万円） 30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10月1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

●リンフィールドカレッジ語学研修派遣生
日7月21日㈯〜8月13日㈪（24日間）
場オークランド市（ニュージーランド）
人区内在住か在学の中学2年〜高校生13人（選考）
￥193,000円　選考／作文・面接＝5月27日㈰
申5月21日㈪までに、申込用紙などを同協会へ持参
※申込用紙は同協会で配布。
※受付は月〜金曜日午前9時〜午後5時。4月17日㈫以降の火〜木
曜日は午後7時まで受け付け。

海外研修派遣生とホストファミリーを
募集します

問品川区国際友好協会（第三庁舎4階☎5742−6517）

●ホストファミリー
7・8月に姉妹都市、友好都市の青少年グループを受け入れます。
区内の家庭に1人ずつ約2週間滞在し、日本での生活やスポーツな
どを通して交流を図ります。ホストファミリーとして、ご協力をお
願いします。
①ポートランド市（アメリカ合衆国）
日7月23日㈪〜8月1日㈬（10日間）　受入人数／15人程度
②ジュネーヴ市（スイス連邦）
日8月2日㈭〜8月16日㈭（15日間）　受入人数／18人程度

共
通

対象設備・機器 助成額・上限 助成件数
（抽選）

太陽エネルギー
利用機器

⑧ 太陽光発電システム 10万円／ kW
（60万円） 　5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・公益法人などの方への助成
●次の全てにあてはまる事業者
・法人事業税などを滞納していない
・区内の中小企業・公益法人などの

団体・個人
・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25年3月29日㈮

までに完了報告

申5月31日㈭までに、環境課で配布する申込書を同課環境管理係（本庁舎6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

人次の全てにあてはまる方（抽選）
・複数家族
・統一行動日に指定の場所（スポーツ交流は各試合会場、ホー

ムステイは区役所）までの送迎が可能
・家族の一員として必要な日常の生活費を負担できる
※部屋は個室か家族と同室でも可。
申電話で同協会へ

所 在 地 大井4－22－3
公開時間 月～金曜日午前10時～午後4時

を公開します大井町自然再生観察園
　小野学園の施設である「大井町自然再生観察園」を地域の皆さんに公開します。
　これは、品川区の新・水と緑のネットワーク構想の一環として、自然環境の復元を目標に進めて
いる取り組みです。
　小野学園では、緑地の環境づくり、地域の緑の保護や生物多様性の保全のため、都会では見られ
なくなったホタルの育成と研究を始めました。3年前より生徒が学内でホタル蛹

よ う

化施設を作るなど
の取り組みを実施してきました。5月以降には成虫のゲンジボタルが誕生する予定です。
問 公園課☎5742－6799

下神明駅

立
会
道
路 大

井
町
駅

至
品
川

西
大
井
駅 小野学園

女子中高

西光寺

大井町
自然再生
観察園

西大井広場
公園

光学
通り

池
上
通
り

大井倉田
児童遊園

ホタル水路
ゲンジボタルの生息地となる水路は、自然
石を配置したり流れに変化をつけ、護岸も
自然石や丸太・水草といった素材を使用す
ることで、水辺環境の多様性を生み出し多
くの生物の生息環境を整備しています。

昆虫の樹林
既存のエノキ・ミカンやコナラ・クヌギなどの樹
木を植栽することで蜜源を作り、カブトムシなど
の昆虫の生息地とします。また、実のなる樹木を
植えることで、野鳥の飛来も期待できます。

小動物のすみかの整備
石の山などは、小動物、昆虫の隠れ家や越冬地となり、生物の多様
性がより一層広がります。生徒や地域の人達と整備します。

メダカ池
メダカ池は水深約10〜50cmと変化を付け
ています。メダカ・トンボ・ゲンゴロウな
どの水性生物の生息地とし、すでに生息し
ているアズマヒキガエルをはじめとした両
生類の誘致を目標として整備しています。

草地広場
日当たりの良い場所に、背丈の低い
野草を中心に自生するものや見て楽
しめる草花、食草などを栽培するこ
とで、バッタやコオロギ、チョウなど
の昆虫のすみかとします。

園路
池や水路が散策できるように園
路を設けました。舗装は、土系
の舗装材で、透水性・吸水性が
あり、砂ぼこりや夏の日光の照
り返しも少なく、土の流出を防
げます。

5/21㈪
から

第62回品川区民スポーツ大会 申各申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会（東五反田2－11－2
☎3449－4400）へ　※4月16日㈪は休館。

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容
グラウンド・
ゴルフ 5/6㈰ しながわ中央公園

（区役所前）他 4/25㈬ 500円 〇一般の部〔16歳以上〕
※個人対抗戦　4ラウンド32ホールプレイで男女別優勝あり

バレーボール
5/13㈰
  20㈰
  27㈰

総合体育館
日野学園他 5/2㈬ 1チーム　3,000円

５/13・20　〇家庭婦人（9人制）
５/27　〇一般男子（9人制）・女子（9人制）
※代表者会議5/9㈬午後7時から総合体育館

ダンス
スポーツ 5/20㈰ 総合体育館 4/15㈰ 1ペア　　  800円 〇ダンススポーツ　〇ベーシック　〇ニュースター　〇ビギナーズ

※全てスタンダード（ワルツ・タンゴ複合）とラテン（チャチャチャ・ルンバ複合） 　※Aリーグ登録者は除く

柔道 5/27㈰ 戸越体育館

4/27㈮ 500円
小中高生　300円

〇小学低学年の部　〇小学高学年の部　〇中学1年の部　  〇中学2年の部　〇中学3年の部
〇男子無段の部　　〇男子有段の部　　〇女子無段の部　〇女子有段の部 　 ※体重別

陸上競技 6/3㈰ 大井ふ頭中央海浜
公園（八潮4−1）

〇小学3・4年男子・女子（80）　〇小学5・6年男子・女子（100）　〇小学生男子・女子（走り幅跳び）
〇中学男子（100、200、1,500、3,000、400リレー、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）
〇中学女子（100、200、800、1,500、400リレー、走り幅跳び、走り高跳び）
〇一般男子〔高校生含む〕（100、200、400、1,500、5,000、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）
〇一般女子〔高校生含む〕（100、200、1,500、走り幅跳び、走り高跳び）
〇壮年男子〔40歳以上〕（60、5,000）　〇壮年男子・女子〔50歳以上〕（3,000）　※リレーを除き1人2種目まで参加可

（単位:m）

春季
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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://）

自衛隊幹部候補生（一般・技術・
薬剤・歯科）募集中
申込期限／4月27日㈮
人22～25歳（修士課程の学位取得者は
27歳まで）の方
1次試験／5月12日㈯
※詳しくは、自衛隊五反田募集案内所
☎3445−7747へお問い合わせください。
問防災課☎5742−6696

福栄会　臨時職員募集
日月～土曜日（週2・3日）
午前8時45分～午後5時
※勤務曜日・時間は相談。
場東品川在宅サービスセンター、五反田ふ
れあいデイホーム（東五反田2−15−6）
内食事・入浴・送迎サービス、クラブ活
動の手伝い
時給／950円
※交通費支給。
人若干名（選考）
申4月21日㈯までに、電話連絡のうえ、履
歴書を東品川在宅サービスセンター（〠140
－0002東品川3－1－8☎5479－2946）
へ郵送

リサイクルショップ「リボン」
アルバイト募集
日週3日程度
午前10時30分～午後7時（交代制）
内販売・受託品の受け付けなど
時給／900～1,100円（交通費支給）
場申直接、リサイクルショップ「リボン」
旗 の台 店（ 旗の台5−13−9☎5498−
7803）へ
問品川区清掃事務所☎3490−7098

心と身体にやさしい太極拳教室
日4月13日～9月28日の金曜日
午後7時～9時
￥1回400円
運営／宮前地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で、上履きを
持って戸越台中学校（戸越1－15－23）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

区民ソフトバレーボール大会
日4月29日㈷午後1時から
場戸越体育館
試合方法／ブロック別（敗者戦あり）
人①18歳以上の部 ②40歳以上の部
①②とも男女混成チーム（8人以内）
￥1チーム2,100円
申4月20日㈮までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ

キャンプインストラクター養成講習会
内容 日時 場所

講座
4/22㈰・6/3㈰
9:30～16:00
※6/3は12:00まで

総合体育館

実習
5/3㈷12:00～5㈷14:00

（現地集合・解散、2泊
3日）

軽井沢レクの
森キャンプ場

（長野県）

内キャンプの特性、計画運営評価、指導
者論、キャンプの基礎技術と野外ゲームな
どの応用実技、指導法など
※希望者は日本キャンプ協会公認指導者
の資格が取れます（別途費用15,000円）。
人18歳以上でキャンプや野外活動に関心
のある方15人（先着）
￥10,000円
申4月14日㈯までに、はがきかFAXに「養
成講習会希望」とし、住所、氏名、年齢、
電話番号をスポーツ協会へ

八潮地区スポーツ教室
●バウンドテニスフリー教室
日4月6日～25年3月29日の金曜日
午後1時～6時15分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
￥1回300円
●バドミントンフリー教室＜第1期＞
日4月3日～5月29日の火曜日
午後1時～6時15分
※第2火曜日は除く。
場こみゅにてぃぷらざ八潮　￥1回200円
●バドミントン教室
日4月8日～25年3月10日の第2日曜日
午後1時30分～4時

場八潮学園（八潮5－11－2）
￥1回100円
───────共　　通───────
運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
参当日、運動のできる服装で、上履きを持っ
て会場へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

マスターズバドミントン大会
日4月29日㈷午前9時～正午
場戸越体育館
試合方法／クラス別ダブルスリーグ戦
ラリーポイント制
※1人でも参加可。
人50歳以上の男性、45歳以上の女性
￥1,050円（シャトル代込）
申4月13日㈮までに、はがきかFAXで大
会名、住所、氏名、電話番号、出場経験
者はクラスをスポーツ協会へ

軽井沢キャンプ場
ボランティア募集
日7月中旬～8月下旬（原則2泊3日以上）
場軽井沢レクの森キャンプ場
内利用者の野外生活の手伝い、用具の貸
し出し、イベントなどの開催他
※交通費と活動費を支給。
人高校生以上で熱意のある方
※経験は問いません。
申4月14日㈯までに、はがきかFAXに「軽
井沢ボランティア」とし、住所、氏名、年齢、
電話番号をスポーツ協会へ
説明会／4月20日㈮午後7時から総合体育館

●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）
4/1情報館 キッズクラブ、シニアクラブ、健康ひろばは2ページです

（セ）＝センター　（体）＝体育館（集）＝区民集会所　（入）＝入会金

イベント
●表示登記・建築よろず無料相談
4月4日㈬午後1時30分～4時30分。
当日、本庁舎3階ロビーへ。①土地
建物の調査・測量、境界問題・土
地分筆・不動産登記の相談☎3781
−3736東京土地家屋調査士会・
小菅②新築・増築・耐震・設計・
工事・構造などの建築相談☎3766
−6104東京都建築士事務所協会・
佐藤
●林試の森フェスタ　4月22日㈰
午前10時～午後4時。当日、林試の
森へ。☎080−1239−8743同実行
委員会
●TOCファッションウイーク　
4月17日㈫ファッションショー＝①午
前11時30分②午後2時30分。ファッ
ショントレンドセミナー＝午後6時。
TOCビル（西五反田7）。各10人先
着。4月10日㈫までに電話でテーオー
シー☎3494−2141へ
●中高年の初級英会話講習会
4月6日㈮午前10時～11時。大崎第一

（集）。10人先着。1,000円。電話で飯
島☎080−6531−5092へ

●春のシャンソン発表会　4月15
日㈰午後1時～4時。当日、きゅりあ
んへ。☎3494−8204しながわシャ
ンソンネット・原
●楽しい詩吟1日無料体験　①4
月14日㈯ ②28日㈯、午後1時～2
時30分。品川第二（集）。電話で高
橋☎090−3538−0070へ
●第19回K＆K歌謡フェスティバ
ル　4月28日㈯午前10時～午後4
時。当日、きゅりあんへ。☎3773−
0606岡島
●やさしい詩吟無料講座　①4月
22日㈰ ②29日㈷ ③30日㉁ ④5月
6日㈰ ⑤13日㈰、午後1時。全5回。
山中小。20人程度先着。電話で砂
川☎3785−2426へ

サークルなど
●西小山トリムクラブ　㈬午後7時。
荏原第六中。3カ月2,500円。（入）1,000
円。☎3782−4987野中
●玄貞会（てん刻）　初心者歓迎。第
2・4㈬午後6時30分。中小企業（セ）。
月3,000円。（入）2,000円☎3786−
7059高橋

●冨士見台クラブ（トリム）　㈪午
後7時。冨士見台中。3カ月2,000円。

（入）500円。☎3775−0717菅野
●れっつ碁！クラブ　初心者歓
迎。㈬午後5時30分。大井第三（集）。
月100円。☎3777−4285河路
●一日野太極拳クラブ　㈮午後7
時。第一日野小。1回400円。（入）1,000
円。☎3490−3880大谷
●簡化24式太極拳・ホワロン
見学自由。①㈪午後7時＝伊藤学園
②㈰午前10時＝山中小。1回500円。
☎3777−8796安藤
●ひまわり（フラワーアレンジメ
ント）　第2・4㈬午前10時。平塚
橋会館。月5,000円。☎3781−
2291下宮
●ゆたか吟詠会　60歳以上。第1・
3㈬午後1時。ゆたかシルバー（セ）。
月1,000円。（入）1,000円。☎3776
−3165山崎
●FOD（軟式野球）　初心者歓迎。
㈰㈷区内野球場。月1,500円。☎
090−3815−1317野原
●大池会（太極拳）　㈬午後1時30
分。荏原第二（集）。月2,500円。☎
090−2735−0260佐藤

●ヤングリーブス（水彩画）
初心者歓迎。第1・3㈪午後1時30分。
品川第一（集）他。月2,500円。（入）1,000
円。☎3787−6256山本
●すずらん（社交ダンス）　㈪午後
7時30分。 五反田文化（セ）他。月
4,000円。（入）1,000円。☎3441−
7647中川（午前）
●さんしょの会（書道・ペン字）
初心者歓迎。第1・3㈪午後6時30
分。きゅりあん。月3,000円。（入）
1,000円。☎3474−7385田中（午
後）
●ウクレレ・アロハ　60歳以上。
第1～3㈫午後1時30分。ゆたかシ
ルバー（セ）。月3,000円。☎090−
2769−5421浜田
●品川囲碁愛好会　初心者歓迎。
第1・3・4㈯午後1時。南部労政会
館。年男性5,000円・女性2,000円。
☎090−1817−6936小野
●グループ嶺

みね

（ハイキング・ウオー
キング）　月2・3回㈯㈰。東京近郊。
月200円。☎3781−7735川上
●健康太極拳・悠　初心者歓迎。
㈪午後7時。城南小。月2,000円。
☎090−3814−9419田

た ぐ さ が わ

草川

●ボンジュール（中級フランス語）
㈭午後6時45分。延山小。月6,000
円。（入）1,000円。☎3787−4839
布
ぬのかわ

川
●ひまわり（ペン習字）　60歳以
上。第2・4㈭午前10時。旗の台シ
ルバー（セ）。月1,500円。（入）1,000円。
☎3447−2003山崎
●太極拳クラブ　初心者歓迎。①
第1・2・4㈯＝荏原第三（集）②第
1・3・5 ㈰＝戸越台中、午前10
時。月各2,000円。（入）各1,000円。
☎3783−4706石橋
●シーサイドダンスサークル　女性
歓迎。㈭午後6時30分。八潮（集）。
月3,500円。☎3471−2171木下
●六

むつ ご ろ う か い

五朗会（話し方サークル）　
初心者歓迎。第2・4㈮午後7時。
南大井文 化（セ）。1回500円。☎
3761−1702浅川
●コーロ・フィオレンテ・山中コー
ラス（女声合唱）　見学歓迎。月2回
㈯午前10時30分。山中小。月3,500
円。☎090−4965−2632小沢
●ひまわり（カラオケ）　㈪午後
1時30分。荏原文化（セ）他。月5,000
円。☎3472−2046石井

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。

区内で活動している団体が情報を発信できるサイトです。文化・
子育て・環境・ボランティアなどの活動団体情報も見ることがで
きます。これから何か活動に参加したい方にも頼りになる情報源
です。是非ご活用ください。

品川区民活動情報サイト しながわ

登録できる団体／区内で活動する非営利団体など
※基準あり。
掲載できる情報／団体の紹介、イベント情報、会員の募集、活
動紹介、お知らせなど
※入力サポート相談あり。

HPshinagawa-smile.net/
※区ホームページからもご覧いただけます。

すまいるネット

問地域活動課協働・ふれあいサポート係☎5742−6605

一人ひとりが交通安全に関心を持ち、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、悲惨な
交通事故を防ぎましょう。
◎自転車は交通ルールを守り、交通事故にあわない・起こさないよう注意しましょう。
◎夕暮れ時・夜間に外出する時には反射材を身に付けるなど、交通事故防止に取り組みましょう。
○反射材の有効性は？
車のライトなどが当たると光を反射し、黒っぽい色の服装をしていても、反
射材を付けている人は車の運転者から確認することができます。
○反射材の購入は？
品川区役所内売店（第二庁舎2階）、運転免許試験場などでも販売しています。

問土木管理課交通安全係☎5742－6615

4月6日㈮～15日㈰

求　人
スポーツ

お知らせ

春の交通安全運動
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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

ヘルパー2級講座
日5月1日㈫～8月28日㈫
内通信講座、スクーリングなど
人区内在住で、全課程出席できる方40人（選考）
￥40,000円（テキスト代込）
申込書配布場所／
高齢者福祉課（本庁舎3階）、地域センター
※区ホームページからダウンロードもできます。
申4月17日㈫までに、電話連絡のうえ、申込
書などを品川ケア協議会（〠140−0004南
品川4−11−1大崎ホームヘルプサービス内
☎3471−4830）へ郵送か持参
問高齢者福祉課介護保険担当
☎5742−6927

清泉女子大学公開講座土曜自由大学
日5月12日㈯・19日㈯・26日㈯
午後1時10分～4時20分（全3回）
場同大学（東五反田3−16−21）
内音声にも文法がある他
講師／木村琢也（清泉女子大学教授）他

人16歳以上の方250人（抽選）
申4月20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

武蔵小山創業支援センターの講座
日 内①4月11日㈬＝起業家のためのホー
ムページ・ブログ初級講座
②4月18日㈬＝起業家のためのゼロから
のホームページ作成講座
※時間は午後7時～9時。
───────共　　通───────
人起業に興味があるかこれから起業する方
各20人（先着）
￥各2,000円（テキスト代込）
場 申 前日までの午前9時～午後9時に、
ホームページの応募フォームか電話で同
センター（小山3−27−5☎5749−4540
HP www.musashikoyama-sc.jp/）へ

メイプルセンターの講座
①フラメンコ
日4月7日～6月23日の土曜日
午後4時～5時15分（全10回）

人18人（先着）　￥15,000円
②ウクレレ＜入門＞
日4月7日～6月23日の土曜日
午後1時～2時15分（全10回）
人12人（先着）
￥16,000円（教材費別）
③血流を促進させ、ゆがみも矯正
骨盤調整リンパ体操
日4月14日～6月23日の土曜日
午後1時30分～2時45分（全6回）
人12人（先着）
￥9,000円
④ラフィアクラフト講座
日4月21日㈯、5月19日㈯、6月23日㈯
午後1時～4時（全3回）
人16人（先着）
￥5,400円（教材費別）
⑤韓国語入門
日4月11日～6月20日の水曜日
午後6時30分～8時（全10回）
人初めて韓国語を学ぶ方10人（先着）
￥22,000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

三徳会創立30周年記念シンポジウム
よく生き  よい死を迎えるために
日4月21日㈯午後2時～4時

（午後1時30分開場）
内延命措置、平穏な看

み

取り、自然な死
出演／香山リカ（精神科医）
石飛幸三（芦花ホーム常勤医師）
田ノ倉亮爾（宗教学者）
人500人（先着）
場参当日、荏原文化センター（中延1−9
−15）へ
問三徳会☎5750−2941

品川区春季吟剣詩舞道大会
日4月8日㈰午前9時45分開演

（午前9時15分開場）
内吟詠・剣詩舞の発表
場・観覧方法／当日、荏原文化センター

（中延1−9−15）へ
問文化スポーツ振興課文化振興係

講座・講演 催　し ★

★

文化・イベント情報★★

O美術館　4月の催し
●6日㈮～11日㈬／三井金属三悠会（油彩、
水彩、水墨、版画、人形、写真）　●13日
㈮～18日㈬／第12回オー美会展（絵画、
写真、陶芸）　●20日㈮～25日㈬／日本表
現派−東京−2012（油彩、膠

こうさい

彩、水墨）　
●28日㈯～5月2日㈬／アート・クリエー
ターズ21手工芸展 in 東京
場問同美術館（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　4月の催し
●4日㈬～9日㈪／第7回彩月会水彩画展
●11日㈬～16日㈪／お～い絵の会グルー
プ展（油彩、水彩）　●18日㈬～23日㈪／
第25回記念油山会展（油彩）　●25日㈬
～30日㉁／みずわ会第37回油絵展
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）

東芝病院市民公開講座
日4月21日㈯午後1時～3時
内「口

こうくう

腔がん」と「脱腸（ヘルニア）」
人90人（先着）
場参当日、直接同病院（東大井6−3−22
☎3764−0511）へ

きゅりあんの催し
●きゅりあん寄席
柳の家の三人会　花緑・喬太郎・三三
日6月15日㈮午後7時開演
￥3,600円（全席指定）
発売開始日／4月7日㈯
●トリオ・リベルタ・ライブ
情熱のタンゴ・熱狂ツアー2012
日7月7日㈯午後3時開演
￥3,500円（全席指定）
出演／石田泰尚、中岡太志、松原孝政
発売開始日／4月28日㈯
─────── 共　　通 ───────
チケット販売／発売開始日の午前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。
※発売初日は、1人4枚までです。
※電話予約では座席の指定はできません。
※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）

 出張！なんでも鑑定団 in 品川
お宝募集中！

テレビ東京で放映中の「開運！なんでも鑑定
団」で鑑定されるお宝を募集しています。
応募期限／5月1日㈫（必着）
※収録予定の8月4日㈯に出場可能な方。
申込書配布場所／
きゅりあん、地域センタ−、図書館など
申鑑定希望品の写真を貼った申込書を品
川文化振興事業団（〠140−0011東大井5
−18−1☎5479−4112）へ郵送か持参

しながわ運河まつり 2012
日4月7日㈯午前11時～午後8時30分
8日㈰午前11時～午後3時30分
場東品川海上公園（東品川2−6・3−9）
天王洲公園（東品川2−5・2−6）
内目黒川桜周遊船の運行、ポニー乗馬、産
直朝市、フリーマーケット　他
※7日は午後8時より約5分間花火を打ち上
げます。
※詳しくは HP www.unga.jp/をご覧くだ
さい。
主催／しながわ運河まつり実行委員会
問商業・観光課観光担当☎5498−6335

第2回ムサコフェス
日4月20日㈮～5月6日㈰
場武蔵小山商店街振興組合、武蔵小山西口
商店街振興組合、小山26号線通り振興会、
武蔵小山一番通り商栄会、後地商店連合会
内コンサート、食べ飲み歩きイベント、たけ
丸君ふれあいウオーキング、区内共通商品
券が当たるアンケートなど
※4月22日㈰はたけのこ祭りで、たけのこ直
売や地元出身の笠原将弘シェフが調理する
たけのこ汁無料配布（先着3,000食）など
があります。
※イベントにより日程が異なります。詳しく
は商店街に貼ってあるポスターや HP

www.musaco.net/をご覧ください。
問武蔵小山一番通り商栄会・中村
☎3788−2141

救命講習（AED含む）
日①4月22日㈰ ②5月19日㈯ ③6月23日㈯
④7月15日㈰ ⑤8月11日㈯ ⑥9月16日㈰
午前9時～正午
※①③⑥は再講習で午前11時20分まで。
人各20人（先着）　￥各1,200～1,600円
場申電話で荏原消防署（平塚3−16−20
☎3786−0119）へ

保険料は、医療給付費の支出額や後期高齢者医療への支援金、介護納付費の第
2号被保険者負担額などにより、均等割額と所得割額の保険料率を決定していま
す。保険料納入通知書は6月に送りますので、4月と5月の納付はありません。

24年度の国民健康保険料率が決まりました

医療給付費分
（全ての加入者)

後期高齢者支援金分
（全ての加入者)

介護納付金分
（40～64歳の加入者）

均等割 加入者1人年額
30,000円

加入者1人年額
10,200円

加入者1人年額
14,100円

所得割 賦課基準額＊
×０.0628

賦課基準額＊
×０.0223

賦課基準額＊
×０.0148

最高限度額 51万円 14万円 12万円
＊賦課基準額＝総所得金額−33万円（基礎控除額）
問国保医療年金課資格係☎5742－6676

●意見書の提出
評価書案について意見のある方は、
意見書を提出することができます。
意見書の提出／4月2日㈪～5月16日
㈬（消印有効）までに、事業名、住所、
氏名、意見を東京都環境局環境都市
づくり課（〠163－8001新宿区西新
宿2－8－1☎5388－3440）へ郵送
か持参
●事業者による環境影響評価書案
説明会
第1回＝4月22日㈰午前10時～正午
第2回＝4月23日㈪午後7時～9時
場五反田TOC（西五反田7－22－17）

●「西品川一丁目地区再開発計画」
評価書案の縦覧・閲覧　
日4月2日㈪～5月1日㈫
場環境課（本庁舎6階）、大崎第一地域セ
ンター（西五反田3－6－3）、大崎第二地
域センター（大崎2－9－4）、品川第一地
域センター（北品川3－11－16）、品川第二
地域センター（南品川5－3－20）、大井第
二地域センター（大井2－27－20）、荏原
第三地域センター（平塚3－9－1）、荏原
第五地域センター（二葉1－3－37）、東京
都環境局環境都市づくり課（都庁第二本
庁舎8階）、東京都多摩環境事務所管理課
（立川合同庁舎4階）

環境影響評価書案の縦覧・意見書の提出・
説明会 問環境課指導調査係☎5742－6751

●国民健康保険の保険料

年間保険料 医療
給付費分

後期高齢者
支援金分

介護
納付金分＝ ＋ ＋
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広　報  
・世帯……………… 193,828
・外国人登録者数……11,121

　人口と世帯（平成21年2月現在）

・住民登録者数……353,773
・男…………………173,682
・女…………………180,091

　人口と世帯（平成24年3月現在）

4/1
1826号

古紙配合率70％再生紙を使用しています

4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
ふれあい作業所

区
か
ら
の
お
知
ら
せ

日 トビーが行く！
しながわ桜散歩道

月 しながわのチ・カ・ラ
小説家が見つめる品川

火 ホームラン王と野球少年の約束

水 しながわのチ・カ・ラ
ファインダーが見つめる品川

三之助　とっておきの品川
協働が結ぶ  社会貢献の輪

木
ねむの木の庭
〜皇后さまの
思い出〜

しながわほっと
インフォメーション
親子で出かけよう！

品川の昔ばなし
大井の大仏

金 復活！しながわ探検隊 こだわりと技の名品を訪ねて
表具　日本の美を伝える

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

世界のホームラン王として
国民栄誉賞を受賞した王貞
治さん。50数年前、若かり
し日の王選手と闘病生活を
おくっていた品川の野球少
年との交流の物語を紹介し
ます。

番組紹介
ホームラン王と
野球少年の約束

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
●��しながわ運河まつり
●��みどりと花のフェスティバル
●�しながわ水族館
　クリオネとナメダンゴ同時公開　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21回

高木　正年
4月30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4月6日㈮・7日㈯ 午前10時〜午後4時
場中小企業センター1階ロビー

（西品川1−28−3）
問商業・観光課振興係☎5498−6335 

昭和45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 田中 勝重

漆
工
芸

● 子ども読書の日
● プレミアム付き商品券

次号予告　4月11日号

豊かな地域づくりをめざして
活動している団体に、資金の助成をします

区民の皆さんからの寄付を積み立てている地域振興基金を活用
して、地域課題や社会的課題解決のために行っている事業に資
金を助成します。

対象となる事業
次の全てにあてはまる事業
❶ 地域課題や社会的課題解決のために取り組んでいる
❷ 地域づくりを目的としている
❸ 区民の福祉の向上に寄与する
❹ 同一事業について、他の制度による助成を受けていない

応募資格
区内で公益活動＊を目的として活動している団体（町会・自治会、ボランティア団体、
NPO法人など）で、次の全てにあてはまる団体
❶ 区内に主たる事務所、活動拠点がある
❷ 3人以上で構成されている
❸  団体の運営に関する規則（定款、規約、会則など）があり、会計処理が適正に行
われている

❹ 区民を対象とした公益活動＊を目的としている（趣味サークルなどは除く）　など
＊非営利であって不特定多数の区民の利益となることを目的とした活動。

実施（経費負担）期間
6月1日～25年2月28日

助成金額
経費の3分の2以内（上限50万円）
※1,000円未満は切り捨て。

審査・選定
第1次審査（書類審査）
＝5月下旬
第2次審査（面接審査）
＝6月上旬
決定＝6月中旬

募集方法
5月17日㈭までに、地域活動課で配布する申請書を同課協働・ふれあ
いサポート係へ持参
※申請書は区ホームページからダウンロードもできます。
※詳しくは同課で配布する「平成24年度地域振興基金を活用した区民活
動助成の手引き」をご覧ください。区ホームページでもご覧になれます。

日時 場所
① 4月10日㈫午後6時～7時 253会議室（第二庁舎5階）

② 5月12日㈯
午後1時30分～2時30分

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）

当日、会場へお越しください。

問 地域活動課協働・ふれあいサポート係
（〠140－8715品川区役所第二庁舎6階☎5742－6605）

地域振興基金
による

活動支援助成

品川区地域振興基金活用推進会議
の委員を募集します
地域振興基金を活用した区民活動助成制度や
協働事業提案制度の審査・選定をする区民委
員を募集します。
任期／委嘱日～25年3月31日
内会議の出席（会議は年4～6回程度）
※構成員は学識経験委員2人、公益活動の実践
者1人、区民委員2人、区職員3人。
人会議に全回参加できる方2人（書類選考）
申4月23日㈪までに、地域活動課で配布す
る申込用紙、公益活動に関する意見（800
～1,200字程度）を同課へ郵送か持参
※申込用紙・原稿用紙は、区ホームページか
らダウンロードもできます。

地域振興基金に寄付をお願いします
豊かな地域づくりをめざし活動している団体を支援するた
めの基金への寄付を受け付けています。この基金は次のよ
うな事業を実施するために活用させていただきます。
●主な支援事業
　・高齢者や障害者の地域生活を支援する事業
　・子育て支援や子どもの健全育成を図る事業
　・防災、地域安全、消費者保護を図る事業
　・その他、広く社会貢献につながる事業　など
●23年度は次の4事業に資金助成しました
　・キッズ＆シニアの釣ろう会
　・パトロールマラソン
　・ コミュニティビジネス講座実施事業
　　～地域課題解決のコミュニティビジネス的発想法～
　・あきのあそびのひろば

○2,000円を超える区への寄付について
は、所得税・住民税の控除対象となります
※寄付金についてのお問い合わせは、協働・
ふれあいサポート係へ。
※税の控除についてのお問い合わせは、税務
課☎5742−6663〜6へ。

地域振興基金へのご寄付
ありがとうございました

個人13件	 299,900円
企業7件	 1,427,930円
その他募金	 42,390円

23年度（２月29日現在）に寄付してい
ただいた寄付金は総額1,770,220円で
した。

内訳


