
区では、20年に策定した「品川区基本構想」において掲げた都市像「次代につなぐ環境都市」の実現に向けて、
水とみどりの豊かなまちづくりを積極的に進めています。今号ではみどりの事業を紹介します。
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●「保存樹・保存樹林」
大木や広い面積の樹林のうち、容姿・健康に優
れたものを保存樹・保存樹林として指定し、維
持管理の一部を区が手伝います。

●「みどりと花のフェスティバル」
　「園芸講座」
みどりに親しむ
各種イベントを
開催します。

●品川区地球環境基金にご協力ください
この基金は地球環境の保全、リサイクル活動や緑
化の推進のために活用されます。基金へのご協力
をお願いします。

問い合わせ 公園課みどりの係☎5742−6799

「ソニーシティ大崎」（大崎2） 「御殿山プロジェクト」（北品川6）

優れた緑化を
表彰します

身近な場所にみどりを増やす 近くの公園花壇で花を育てる 区民農園で新鮮な野菜をつくる

　皆さんの身近にみどりを増やし育てていくことは、
地域の環境とまちなみの景観を向上することにつな
がります。
　区では、「屋上緑化等助成制度」や「生垣助成制度」、
「駐車場緑化等環境配慮助成」を設け、新たに緑化な
どを行う場合に、費用の一部を助成しています。詳
しくはみどりの係へお問い合わせください。

　公園などの清掃や花壇の手入れなどをしていただ
く「みどりと花のボランティア」を募集しています。
区内在住か在勤の3人以上の団体で1年以上継続して
活動していただける方は公園維持担当（☎5742−
6789）へご連絡ください。
・活動に必要な道具は区で用意します。
・花苗などを購入する費用の助成制度があります。

　区内の遊休地や公共空間を利用して、土に触れ、
野菜などの収穫を楽しみながら緑化を進める区民農
園（マイガーデン）の貸し出しを行っています。
・マイガーデン南大井（南大井1−13）
　27区画（1区画10㎡）
◇毎年2月に本紙などで利用者を募集します

　300㎡以上ある敷地に建物を建てる場合、
区が定めた基準以上の緑化をしていただい
ています。また、緑化したもののうちから、
特に優れたものを ｢みどりの顕彰制度｣ に
より表彰しています。
　23年度の受賞は次のとおりです。

その他のみどりの事業

「ソニーシティ大崎」
「御殿山プロジェクト」

緑化
大賞

「パークハウス品川中延」
「東京サザンガーデン」

緑化
賞

みんなで進める
水とみどりの豊かなまちづくり

みんなで進める
水とみどりの豊かなまちづくり

みんなで進める
水とみどりの豊かなまちづくり

地域のみどりを守り、育むには、区民の皆さん一人ひとりの協力が必要です。すぐにでもできる活動があります。
皆さんもできることから始めてみませんか。
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むし歯撃退教室

日5月16日㈬午前10時～11時30分
人歯が8本くらい生えたお子さんと保護
者20組（先着）
場申5月7日㈪から、電話で品川保健セン
ター☎3474－2902へ

精神保健家族勉強会

日5月9日㈬午後1時30分～3時30分
内品川の社会福祉について
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

食に関する相談

栄養士が食生活のアドバイスをします。
日時 会場

5/9㈬
13:00～16:00

武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

5/14㈪
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。

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

思春期家族教室

不登校・ひきこもりなど、お子さんの悩み
を話し合う教室です。
日5月7日㈪午後2時～4時
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

パーキンソン病の方と家族のための
リハビリ教室

日5月28日㈪午後1時30分～3時30分
内理学療法士による講習・体操実技
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

難病の方のためのリハビリ教室

日5月17日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリ
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
の神経難病の方、家族30人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

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）

5/1情報館 情報館は2・3・6・7ページです

ろば康 ひ健

ジュニア卓球教室

日6月2日～8月4日の土曜日午後3時～5時30分
（全10回）
場総合体育館
人小・中学生25人（抽選）
￥1,000円（保険料込）
申5月15日㈫までに、往復はがきで教室名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、学校名、学年、
卓球歴をスポーツ協会へ

体験型育成事業わくわく・ドキドキコース「実験」
不思議を体感し、科学する心を育む

No. 日程 テーマ・講師（科学読物研究会会員）

① ６/3㈰ 水の万華鏡を作ろう～光の反射の実験
坂口美佳子

② 6/10㈰ アイスクリームを作ろう～氷と乳製品の実験
武藤昌代

③ 6/17㈰ サンダードラムを作ろう～音の実験
原田佐和子

④ 6/24㈰ ブドウ糖ってどんな形？～分子模型を作ろう
二階堂恵理

※時間は午前10時～正午。
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人小学3年～中学生各20人（抽選）
￥各750円（教材費・保険料）
※事前に青少年育成課（本庁舎7階）へ持参。
申5月16日㈬（必着）までに、往復はがき（1テーマ
1枚）で番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、
学校名、学年を青少年育成課青少年育成係（〠140
－8715品川区役所☎5742－6692）へ

毎週木曜日は しながわ出会いの湯
日5月3日㈷・10日㈭・17日㈭・24日㈭・31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　※プログラムに参加しない方も「しな
がわ出会いの湯カード」を提示すれば、割引料金240円で入浴（当日午後7時まで）することができます。
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
※初めての方は健康保険証など年齢と住所が確認できるものをお持ちください。
問健康課☎5742－6746

キリトリ線
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  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）

5月3日㈷
　  4日㈷
　  5日㈷
　  6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）

5月3日㈷

　　　はせがわ内科クリニック	 大　井	3	－25－13	 ☎3775－1311
　　　廣瀬歯科医院	 大　崎	3	－	6	－11	 ☎3491－9668
　　　土佐歯科クリニック	 小　山	3	－	6	－15	 ☎5702－1554
　　　阿部整骨院	 西品川	3	－	1	－20	 ☎3490－2730
　　　誠道館清水接骨院	 小　山	3	－16－	5	 ☎3783－0685

5月4日㈷

　　　藤川医院	 大　井	7	－29－	2	 ☎3771－1764
　　　児玉歯科	 西五反田	1	－26－	2	 ☎5437－3966
　　　大木歯科医院	 戸　越	5	－18－	8	 ☎5751－2418
　　　篠原接骨院	 西大井	2	－	4	－19	 ☎3775－2407
　　　上條接骨院	 二　葉	2	－	8	－	9	 ☎3786－7949

5月5日㈷

　　　浅野医院	 大　井	6	－21－	5	 ☎3771－2692
　　　大崎デンタルオフィス	 大　崎	1	－11－	1	 ☎3490－8612
　　　石川歯科	 中　延	4	－	6	－	3	 ☎5702－1198
　　　みやび接骨院	 西大井	3	－13－15	 ☎5742－3450
　　　中村接骨院	 中　延	1	－	2	－	7	 ☎3782－8232

5月6日㈰

　　　おりしきみつるクリニック	 東大井	2	－19－11	 ☎5762－2789
　　　すずき歯科五反田Gタワークリニック	 西五反田	1	－	7	－	1	 ☎3492－8020
　　　歯科依田医院	 戸　越	6	－	7	－26	 ☎3782－0382
　　　成進整骨院	 大　井	3	－	2	－	2	 ☎3775－3166
　　　工藤総合接骨院	 小　山	4	－	7	－	2	 ☎3785－7844

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
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※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

歯

歯

歯

歯

骨

骨

骨

骨

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。

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 
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送付時期／
①昭和12年5月以前に生まれた方＝5月中旬
②12年6～9月に生まれた方＝誕生日の前月末
※75歳の誕生日以降に受診できます。
※12年10月～13年3月生まれで品川区国民健
康保険に加入の方には、5月中旬に国保基本
健診の受診券を送付します。
※国民健康保険以外の健康保険に加入の方
は、加入している健康保険者へご確認くだ
さい。
受診結果／受診した医療機関で1・2週間後に、
結果の記録票をお渡しします。
問国保医療年金課高齢者医療係
☎5742－6937

　後期高齢者医療制度に加入している方は、生活
習慣病の予防や早期発見のために、「後期高齢者
健康診査」を年1回無料で受けられます。
　ぜひ受診し、健康管理にお役立てください。
日25年2月末まで
人後期高齢者医療制度（75歳以上か、65歳以上
で障害認定）に加入している方
※介護施設、老人ホームなどに入所している方は
対象となりません。
検査内容／問診・血圧・身体測定・血液検査・尿
検査など
●受診券などの送付
対象の方へ受診券、医療機関一覧、健康診査のご
案内などを送付します。
※受診時には受診券と保険証が必要です。

後期高齢者健康診査
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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

5月の区議会
本会議／25日㈮午後1時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
14日㈪午後1時
行財政改革特別委員会／15日㈫午後1時
震災対策特別委員会／16日㈬午後1時
※日程は、変更する場合もあります。傍
聴席には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

都市計画審議会
日5月8日㈫午後2時から
場第一委員会室（議会棟6階）
報告案件／品川区まちづくりマスタープ
ラン中間とりまとめ
人10人（先着）
傍聴方法・問当日、午前8時30分～午後
1時30分に都市計画課（本庁舎6階☎5742
－6760）へ

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6月6日㈬・12日㈫午後1時～3時30分
18日㈪午後5時30分～7時30分
●カウンセリング相談
日6月28日㈭午後1時～3時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日6月1日㈮・15日㈮・22日㈮・29日㈮
午後1時～3時
8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6月7日㈭・14日㈭・21日㈭
午前10時～午後3時30分
相談電話／5479－4105

5月は「赤十字運動月間」です
　日本赤十字社では、毎年5月社資募集
運動を全国的に行います。集められた資
金は、災害援護、国際救援、血液事業な
どに活用されます。
　町会・自治会の方がボランティア（赤十
字協賛委員）として皆さんのご自宅を訪
問します。ご理解、ご協力をお願いします。
問高齢者福祉課庶務係☎5742－6728

特別障害者手当・障害児福祉手
当をご存じですか
●次にあてはまる方は申請できます
①特別障害者手当
人重度の障害があるため、日常生活におい
て常時特別の介護を必要とする、在宅で20
歳以上の方（おおむね身体障害者手帳1・2
級、愛の手帳1・2度で、障害が重複してい
る。これらと同等の疾病、精神障害がある）
月額／26,260円
※施設に入所している方、3カ月以上入院
している方、本人か扶養義務者などが所
得制限を超えている方は受給できません。
②障害児福祉手当
人重度の障害があるため、常時介護を必
要とする特別な程度の状態にある20歳未
満の方（おおむね身体障害者手帳1級と2
級の一部。愛の手帳1度と2度の一部。こ
れらと同等の疾病、精神障害がある）
月額／14,280円
※施設に入所している方、本人か扶養義
務者などが所得制限を超えている方は受
給できません。
●次にあてはまる方は受給資格がなくな
りますので早めにお届けください
・特別障害者手当受給者で施設に入所し
た方や3カ月以上入院した方
・障害児福祉手当、経過的福祉手当受給
者で施設に入所した方
・経過的福祉手当受給者で障害年金（障
害を事由として受け取る年金）や特別障
害給付金を受給することになった方
※届け出がないまま手当を受給している
と受給資格がなくなった日まで遡って返
還していただきます。
○特別障害者手当などの金額が24年4月
分から変更になりました。

種類 変更前月額 変更後月額
特別障害者手当 26,340円 26,260円
障害児福祉手当 14,330円 14,280円
経過的福祉手当 14,330円 14,280円

───────共　　通───────
申直接、障害者福祉課障害者福祉係（本庁
舎3階☎5742－6707Fax3775－2000）へ

健康センターは休館します
●品川健康センター
日5月16日㈬
問同センター☎5782－8507
●荏原健康センター
日5月20日㈰　
問同センター☎3788－7017

東京都重度心身障害者手当を
ご存じですか
人都内在住で、次の全てにあてはまる方
①65歳未満
②次のいずれかの障害がある方
・重度の知的障害と、日常生活について
常時特別な配慮を必要とする程度の著し
い精神症状を有する
・重度の知的障害と重度の身体障害が重
複している
・重度の肢体不自由者であって両上肢・両
下肢の機能が失われ、かつ座っていること
が困難な程度以上の身体障害を有する
※これらの障害程度の診断は、東京都心身障
害者福祉センターで受ける必要があります。
③所得制限を超えていない
④施設に入所していない
⑤3カ月以上入院していない
月額／60,000円
申印鑑、身体障害者手帳か愛の手帳（お
持ちの方）を持って障害者福祉課障害者
福祉係（本庁舎3階☎5742－6707）へ

都営住宅入居者の募集
募集住宅／世帯向け、定期使用住宅、若
年ファミリー向け
※一部単身者向けの住宅があります。
申込用紙配布場所／都市計画課（本庁舎
6階）、地域センター、文化センター、サー
ビスコーナー
※配布部数に限りがあります。
申5月7日㈪～15日㈫に配布する申込用紙
を、郵送で渋谷郵便局に5月18日㈮まで
に届いたものに限り受け付け
●申込用紙休日配布窓口
日程 会場

5/12㈯ 荏原文化センター（中延1－9－15）

5/13㈰ 本庁舎3階ロビー
※時間は午前10時～午後4時。
───────共　　通───────
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6776

産業技術研究センターの支援メニュー
利用料の一部を助成します
募集期間／6月1日㈮～25年2月28日㈭
※予算がなくなり次第終了。
対象／区内に1年以上主な事業所を置く
中小製造業など
助成額／費用の3分の2（上限10万円）
※24年度の利用料が対象。
問ものづくり・経営支援課ものづくり支
援係☎5498－6333

荏原文化センター
温水プールの休場
水替えと設備点検のため休場します。
日5月24日㈭～31日㈭
問同センター☎3785－1241

ビジネス・カタリストを派遣します
中小製造業が抱える課題解決のため、多
分野にわたる専門家（ビジネス・カタリ
スト）を派遣します。
対象／区内に主な事業所を置く中小製造
業など
内技術開発、経営戦略、人材管理、販路
開拓、IT活用、法務、知的財産権など
利用回数／年間10回まで無料
○ビジネス・カタリストとして中小製造業支
援を手伝っていただける方も随時募集中。
問ものづくり・経営支援課ものづくり支
援係☎5498－6333

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

区民税や国民健康保険料・後期高
齢者医療保険料・介護保険料の支
払い、相談などのため特別窓口を
開設します。
場問税務課

（本庁舎4階☎5742－6671）
国保医療年金課

（本庁舎4階☎5742－6679）
高齢者福祉課

（本庁舎3階☎5742－6681）

特別窓口を
開設します

5月13日㈰
午前8時30分
～午後5時

宮城県女川町の災害廃棄物
の受け入れ計画に関する
お知らせ
5月7日㈪～6月2日㈯（日曜日を
除く）に、品川清掃工場で災害廃
棄物を受け入れる予定です。詳し
くは東京二十三区清掃一部事務組
合のホームページ HPwww.union.
tokyo23-seisou.lg.jp/をご覧いた
だくかお問い合わせください。
問品川区清掃事務所
☎3490－7034
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共通

場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
※11月4日は品川歴史館（大井6－11－1）。
￥3,000円

託児／2歳～就学前のお子さん
（希望が2人に満たない場合と、
11月4日は託児なし）

全10回にわたり各分野の専門家を招き学習します。

通年講座

24年度の区民大学が始まります

区と大学が連携し取り組む講座です。

①東京医療保健大学
生きるための心（性）の教育
「生きるための心の教育で、
自分や大切な人の体と心を守ろう！」
日5月27日㈰午前10時～正午
講師／渡會睦子

（東京医療保健大学准教授）

②清泉女子大学大学院地球市民学専攻
地球市民セミナー
「地球規模で考え、足元から行動しよう」

人16歳以上の方1＝40人　2＝100人　3＝各50人（抽選）
申5月15日㈫（必着）までに、往復はがき（1講座1枚）で番号、講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、手話通訳希望の有無、13で託
児希望の方はお子さんの氏名（ふりがな）・月年齢・性別を文化スポーツ振興課生涯学習係（〠140－8715品川区役所☎5742－6837）へ

様々な分野の専門家の講座により系統的に一つのテーマを究めます。
場中小企業センター（西品川1－28－3）　￥1,500円日程 テーマ 講師

6月3日
㈰ 地域 品川宿の香りを聞こう！

品川ゆかりの落語の話
稲田和浩

（演芸作家）
7月1日

㈰
教養
(人間関係) 上手な気持ちの伝え方 平井ゆき子

（マネジメント・コンサルタント）
8月5日

㈰
地域・教養

（文学） 高村智恵子の見た空 生方智子
（立正大学准教授）

9月2日
㈰

教養
（健康）

健康と平和
60兆個の細胞に活力を与えよう!

荻島史子
（清泉女子大学名誉教授）

10月7日
㈰

教養
（歴史・経済）

綱吉と吉宗
江戸時代の経済システムと経済政策

三溝博之
（国学院大学准教授）

11月4日
㈰ 地域 明治鉄道ものがたり 中野光将

（品川歴史館学芸員）
12月2日

㈰
教養

（気象）
観天望気〜雲と天気俚諺（ことわざ）
で天気予報をしてみよう

岩谷忠幸
（気象キャスターネットワーク理事）

1月13日
㈰ 地域 品川の海を振り返る

品川の埋め立ての歴史
伊藤隆夫

（東京みなと館館長）
2月3日

㈰
教養

（現代社会） いまさら聞けないパレスチナ紛争史 飯塚正人
（東京外国語大学教授）

3月3日
㈰

地域・教養
（現代社会）

反無縁社会へ
孤独からの脱出をめざして

馬場純子
（専修大学教授）

日程（全６回） テーマ 講師
6月 1 日㈮ 科学と芸術のあいだ〜フェルメール光の王国 福岡伸一（青山学院大学教授）
6月 8 日㈮ レンブラント・フェルメールの時代の女性たち 尾崎彰宏（東北大学大学院教授）
6月15日㈮ レンブラント〜東方へのまなざし 幸福輝（国立西洋美術館客員研究員）
6月22日㈮ フェルメール展を通して〜芸術作品の未来への継承 岩井希久子（IWAI ART保存修復研究所長）
7月 6 日㈮ フェルメールと現代 朽木ゆり子（ノンフィクション作家）
7月13日㈮ 17世紀オランダ・フランドル絵画のみどころ 大橋菜都子（東京都美術館学芸員）

西洋美術「レンブラント・フェルメールの時代」

1 教養講座2

連携講座3

プロによるこども囲碁教室
（午前10時～正午）
　�小学生以上を対象にプロが初歩か
ら手ほどきします。教室終了後（午
後）は自由対局ができます。
　講師／伊藤義夫（日本棋院）
包丁研ぎ
（東京都建設組合戸越支部）
　受付／午後2時まで
　※1人2本まで。
親子木工教室
（東京都建設組合戸越支部）
　モザイクタイル、表札書き
日曜コンサートスペシャル
　（午後1時～4時）
　出演／品川クラシック音楽協会

作品展示
　�写真・生け花・押し花・書道・陶芸・水墨画・篆

てん

刻・短歌・絵手紙・
茶道・工作・洋裁　他
伝統工芸の実演（品川区伝統工芸保存会会員）
　｢紋章上絵｣ 堀宏之、｢日本刺

ししゅう

繍｣ 笹原木実
年金など各種相談
　社会保険労務士会品川支部、東京商工会議所品川支部
住宅相談コーナー（東京都建設組合戸越支部）
　�改築・リフォームなど住宅についてなんでも相談できます。
グッズ販売コーナー　
　�品川職人組、女性起業家交流会、しながわ観光協会
品川伝統の味の販売
　焼団子、和菓子、おでん
お茶席
　�初心者向けに茶道の作法も体験できます。

26日㈯・27日㈰
プロによる囲碁教室
（午前10時～正午）
　�囲碁愛好家に初級、中級の理論・実
践を伝授します。教室終了後（午後）
は自由対局ができます。
　講師／伊藤義夫（日本棋院）
ふぁみりーコンサート
（午後1時～4時）
　出演／品川クラシック音楽協会
ふれあい作業所販売コーナー
　手作りのアクセサリー品など
　�リサイクル自転車（売り切れ次第終
了、予約不可）
就業センター求人検索コーナー
　�パソコンによる求人検索ができます。

26日㈯ 27日㈰

中小企業センターまつり

中小企業センターで活動するサークルの作品展やクラ
シックコンサート、伝統工芸の実演、生活に役立つ各
種相談コーナーなど盛りだくさんの催し物があります。
品川の味も楽しめます。お気軽にお越しください！

5月26日㈯・27日㈰
午前10時～午後4時

会　　　場
中小企業センター（西品川1－28－3）
問い合わせ

商業・観光課振興係☎5498－6335

地球温暖化対策や省エネ・節電に有効
な太陽エネルギーをみんなで活用し
よう。

内太陽光・太陽熱を利用した機器の紹介、住
まいの省エネ相談コーナー、ソーラー工作教
室など
※ソーラー工作教室（①午前10時30分～
正午②午後1時～2時30分）の空き状況に
ついては環境課へお問い合わせください。

ECOフェスティバル、太陽エネルギー見本
市、中小企業センターまつりをしながわ観光
協会の「ガイドTOKYO・しながわ」の皆さ
んと楽しみましょう。
日5月27日㈰午前10時30分～正午
対応可能言語／英語、中国語
人区内在住の外国人30人（先着）
場参当日、午前10時30分に第二庁舎3階
ロビーへ
問地域活動課国際担当☎5742－6691

在住外国人のための
多言語ガイドツアー

見て
触れてみて

聞いて

5月27日㈰午前10時～午後3時

会場　しながわ中央公園（区役所前）

ペットボトルソーラーカー

ソーラー
クッカー

しながわE
エ コ

COフェスティバル2012
未来につなぐパートナーシップ

●環境工作
●くらしを守る青空市
●フリーマーケット
●環境展示
●模擬店
　�環境にやさしい非木材容器を使用
しています。

●ステージ
　午前10時40分から
　お茶犬　環境「ほっ」とバラエティ
　午前11時40分から
　eco実験パフォーマンスショー
　午後1時55分から
　ごみの中からこんなもの展
　午後2時20分から
　Love＆Peaceコンサート
　など

は、しながわ中央公園に行こう！！

　会場では環境についての様々な展示やアトラクションが盛りだくさん。
　家族や友達同士など、みんなで楽しみながら学び、考え、話をして、
行動に移してみましょう！そして環境について活動の環を広げましょう!

日時 5月27日㈰午前10時～午後3時　※小雨決行。

会場 しながわ中央公園（区役所前）
中小企業センター1階・体育館（西品川1－28－3）
※区役所駐車場は利用できません。お越しの際は、公共の交通機関をご利用ください。

問い合わせ 環境課☎5742－6755

◎ごみ減量のため、会場内でのはしの無料配布はありま
せん。マイはし・マイカップ・マイバッグをお持ちくだ
さい。お持ちでない方には、国産間伐材などを使用した
割り箸を1膳10円で販売します。

●グラウンドアトラクション
　�バンド演奏、ダンス、ふわふわ空
気ドーム、環境をわかりやすく科
学を楽しく学べる体験教室など

●電気自動車乗車体験
　環境にやさしい電気自動車です。
　①午前10時30分～正午
　②午後1時～3時

●燃料電池自動車乗車体験
　水しか排出しない次世代エコカー
　①午前10時30分～11時30分
　②午後1時30分～3時

●ごみの中からこんなもの展
　�ごみとして収集した物で、まだ使
える物を抽選でプレゼントします。

お茶犬も
やってくるよ！

eco実験パフォーマンス
ショーを見に来てね！

●再生園芸土の無料配布、不用園芸土の回収（品川区清掃事務所ブース）
　�配布する再生園芸土は回収した不用園芸土を、減菌し、腐葉土を混ぜ再生処理した
ものです。希望する方は袋をお持ちください。
　家庭で不用になった園芸土は、木の根や小石を取り除いてお持ちください。
　※腐葉土については放射能の数値が問題ないものを添加しています。

●第36回わんぱく相撲品川区大会
　貴乃花親方からのビデオメッセージの放映があります。
　午前9時～午後3時40分
　�※定員に満たない場合、当日午前8時15分から受け付けます。
　◎当日の参加者を募集します
　人区内在住か在学の小学生500人（先着）
　�申5月20日㈰までに、電話で東京青年会議所品川区委員会・石毛
（☎3753−7281グローバルキャピタル内）へ
　※HP www.tokyo-jc.or.jp/shinagawa/からも申し込めます。
　＜並行企画＞
　●パパさん・ママさん腕相撲大会
　●ECO川柳作品コンクール

●第4回こども環境作品展
　�環境について感じたこと・考えたことを表現した作品を展示しています。

太陽エネルギー見本市

環境について
みんなで楽しみながら、
考え、行動しよう！

グラウンド

トリム広場

体育館

中小企業
センター

トイレ

区役所
第二庁舎

区役所
本庁舎

トイレ

至
大
崎
駅

至下神
明駅

わんぱく相撲
グラウンド

アトラクション

ごみの中から
こんなもの展

模擬店

環境
展示

ステージ

中小企業センター
まつり

本部

しながわ中央公園

区役所
第三庁舎

環境工作

燃料電池自動車乗車体験

トイレ

至大井町駅

こども環境作品展

ECOスタンプラリー開催！
詳しくは区ホームページか地域センターなどで
配布するちらしをご覧ください。

再生園芸土の無料配布
不用園芸土の回収

太陽エネルギー見本市

環境展示

電気自動車乗車体験

フリーマーケット

わんぱく相撲

フリーマーケット

5月27日㈰

※時間は午前10時30分〜午後0時30分。

くらしを守る青空市ソーラー工作教室

使用済み天ぷら油の回収

区民、学生、地域団体
などからなる環境活動
推進会議のメンバーが
企画・運営しています。
このイベントで使用す
る電力は全て自家発電
によって、まかなわれ
ます。

日程（全3回） テーマ・講師

6月23日㈯ 大震災・原発事故後の地球市民学
庄司興吉（東京大学名誉教授）

6月30日㈯ 他者救済のための地球市民教育
真崎克彦（甲南大学准教授）

7月7日㈯ 持続可能な地球市民教育
實吉典子（清泉女子大学名誉教授）

※時間は午後7時〜9時。

※時間は午後2時〜4時。

場こみゅにてぃぷらざ八潮　託児／2歳～就学前のお子さん（希望が2人に満たない場合はなし）
―――――― 共　　 通 ――――――

品川区民憲章制定
30周年記念
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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://）

卓球教室
日5月13日～6月17日の日曜日
午後1時30分～3時30分（全5回）
※6月3日㈰を除く。
￥1回100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
持って宮前小学校（戸越4―5－10）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

スクーバダイビング教室
内容 日程 場所

① 学科
講習

土曜日か日曜日
7時間 横浜

②プール講習
日曜日
7時間 大井町

③ 海洋
実習

C:7/7㈯・8㈰
D:8/4㈯・5㈰

午前9時富戸駅集
合、午後5時現地
解散（1泊2日）

※①②の日程は調整可。
※講習を修了し、テストに合格するとPADIオー
プンウオーター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。
￥50,400円（カード申請料・交通費・宿
泊費・昼食代別）
申5月15日㈫までに、往復はがきかFAX
で教室名、CかD、住所、氏名、年齢、電
話番号をスポーツ協会へ

シュノーケリング講習会
日5月26日㈯①午前9時30分～正午
②午前11時～午後1時30分
場総合体育館
日野学園温水プール（東五反田2－11－1）
内講義「楽しくシュノーケリングを行うた
めの方法や楽しみ方」、マスク・シュノー
ケリング・フィンの正しく効果的な使用方
法（実技）など
人小学4年生以上の方各20人（抽選）
￥各530円、小・中学生280円
※用具は無料で貸し出し。
申5月15日㈫までに、往復はがきかFAX
に「シュノーケリング」とし、番号、住所、
氏名、年齢、電話番号、足のサイズ、経
験の有無をスポーツ協会へ

キャンプにチャレンジ！
家族でデイキャンプ体験
テントにタープにダッチオーブン。キャン
プの定番を1日体験。家族みんなで参加し
てみませんか。
日①5月20日㈰	②6月3日㈰
午前9時～午後3時　※雨天中止。
場みなとが丘ふ頭公園（八潮3－1）
人各40人（抽選）
￥各1,200円、3歳～小学生700円
（昼食代込）
主催／品川区キャンプ協会
申5月10日㈭までに、はがきかFAXに「キ
ャンプ」とし、希望日、代表者の住所・氏
名・電話番号、参加者全員の氏名・年齢
をスポーツ協会へ

女性水泳教室（TRコース）
日5・6・10月の火曜日
午前9時30分～11時（全9回）
場戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23）
人20～65歳の女性5人（抽選）
￥7,800円（保険料・年間登録費込）
主催／品川区水泳連盟
申5月10日㈭までに、往復はがきで教室
名、住所、氏名、年齢、電話番号、泳力（ク
ロールで何m）をスポーツ協会へ
※通年の教室で継続可能。

楽しい一輪車教室（前期）
日5月13日㈰・27日㈰、6月3日㈰・17日㈰、
7月8日㈰・29日㈰
午後1時30分～3時30分（全6回）
場山中小学校（大井3－7－19）
人小学1年生以上の方20人（抽選）
￥1,000円（保険料込）
運営／大井地区スポ・レク推進委員会
申5月7日㈪までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名、年齢（学年）、性別を文化ス
ポーツ振興課スポーツ係へ

初心者ボウリング教室
日6月11日～7月9日の月曜日
午前11時30分～午後1時（全5回）
場品川プリンスホテル
（港区高輪4－10－30）
講師／上原正雄（プロボウラー）
人20人（先着）
￥6,000円（ゲーム・靴代込）
申5月31日㈭までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（5月21日㈪を除く）

第1回バドミントン大会
日6月3日㈰午前9時から
場総合体育館
内ミックスダブルス戦（クラス別リーグ戦）
￥2,200円、協会登録者1,500円
主催／品川区バドミントン協会
申5月16日㈬までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ

お国自慢料理教室
日6月23日㈯午前10時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内カナダの家庭料理
人区内在住か在勤の外国人・日本人
各18人（抽選）
￥1,000円
申5月24日㈭（必着）までに、はがきか
FAXで教室名、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
籍を品川区国際友好協会（〠140－0005
広町2－1－36☎5742－6517Fax5742－
6518）へ　※申し込みは1人1通。

環境学習講座「今年こそ緑のカー
テンを作りましょう」
ゴーヤや朝顔による緑のカーテン作りです。
日6月3日㈰午後2時～4時　
講師／丸山均
（しながわ区民公園管理事務所長）
人24人（抽選）
場申5月14日㈪までに、往復はがきかFAX
で講座名、住所、氏名、年齢、電話・FAX
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☎・Fax5742
－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

除草講習会
日5月25日㈮午後1時30分～4時
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
内家庭にある道具を使った簡単な草取り
の仕方、雑草のまめ知識など
人区内在住で60歳以上の方10人（抽選）
￥600円（保険料）
申5月8日㈫までに、電話でシルバー人材
センター東大井支所☎3450－0713へ

放射能に関する講演会
放射線とわたしたちの健康のはなし
日6月9日㈯午後2時～4時
（受付は午後1時30分から）
場講堂（第三庁舎6階）
内放射性物質の基礎知識、健康・食品へ
の影響についての考え方
講師／伴信彦（東京医療保健大学教授）
人180人（先着）
申電話かFAXで、講演会名、住所、氏名、
年齢、電話番号を生活衛生課食品衛生担当
（☎5742－9139Fax5742－9104）へ

メイプルセンターの講座
①お昼パンとおやつパン
フォカッチャ・ティーバナナブレッド
日6月7日㈭午前10時～午後1時
人20人（先着）　￥2,500円（材料費別）
②楽しいラテンダンス
日5月9日～6月20日の水曜日
午前10時30分～11時45分（全7回）
※全10回のうち4回目からの途中入会。
人16人（先着）　￥10,500円
③生け花　池坊
日5月11日～6月22日の金曜日
午後6時30分～8時30分（全6回）
※全9回のうち4回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥9,600円（花代・テキスト代・教材費別）
④らくらく英会話＜初中級グループレッスン＞
日5月15日～6月19日の火曜日
午後1時30分～3時（全6回）
※全10回のうち5回目からの途中入会、
5月8日㈫の体験受講（500円）が必要。
人簡単な英会話ができる方8人（先着）
￥15,000円（テキスト代別）
⑤韓国語中級＜グループレッスン＞
日5月16日～6月20日の水曜日
午後3時30分～5時（全6回）
※全10回のうち5回目からの途中入会、
5月9日㈬の体験受講（500円）が必要。
人若干名（先着）　￥15,000円（テキスト代別）
⑥リトミック＜ステップアップクラス＞
日5月19日㈯、6月2日㈯・16日㈯
午前11時40分～午後0時20分（全3回）
※全5回のうち3回目からの途中入会。
人3歳6カ月～6歳児と保護者12組（先着）
￥5,400円（教材費別）
───────共　　通───────
場①きゅりあん（大井町駅前）
②～⑥メイプルセンター（西大井駅前）
申電話で同センター☎3774－5050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）

5/1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

講座・講演

○住民票に関すること　総務省ホームページ（日本語、英語、韓国語）
HPwww.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
○新たな在留管理制度に関すること　入国管理局ホームページ

（日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語）
HPwww.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
○特別永住者制度に関すること　入国管理局ホームページ（日本語）
HPwww.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/
○品川区仮住民票コールセンター　☎0570－004－001
　月〜金・日曜日8:30〜17:00　 IP電話などは☎6301－1605

内容に誤りがある場合
外国人登録証明書、パスポート、今回送る仮住民票をお持ちのうえ、戸籍住民課外国人
住民記録担当（本庁舎3階）までお越しください。
※内容に誤りがなければ、特に届け出は不要です。

対象となる方
● 中長期在留者（適法に3カ月を超えて在留する外国人の方）
● 特別永住者
● 一時庇

ひ ご

護許可者、仮滞在許可者
● 出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者

住民票の対象になる方へは、現在の外国人登録原票の登録内容を基に
作った「仮住民票」を5月中旬に送りますので、内容を確認してください。
※5月25日㈮までに仮住民票が届かない場合は、お問い合わせください。

7月9日㈪、現在の外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も
日本人と同じように住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が
作られます。問 戸籍住民課外国人住民記録担当（本庁舎3階☎5742－6658）

外国人住民の方は仮住民票の確認をお願いします

スポーツ

現在の外国人登録の内容が正しく届け出されていないと住民票が作成されない場合があ
ります。住所や在留資格などの変更・更新をしたときは、すみやかに区役所へ届け出て
ください。

　　 仮住民票の主なチェックポイント

□氏名、生年月日、性別、国籍・地域などが正しいか
※漢字の氏名については、法務省が定めた日本の文字に置き換えられ
るものがあります。
□いま住んでいる住所が正しく書いてあるか
□同じ世帯の全員が載っているか
□世帯主の氏名や世帯主との続柄が正しいか
□在留資格や在留期限は最新のものになっているか
※仮住民票には、在留カードなどの番号、国民健康保険や児童手当な
どの情報も記載されます。

新しい登録制度の詳細について

ご注意ください

5月8日㈫から



（7）

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

第20回福栄会まつり
楽しいイベントを通して地域の方と交流で
きるよう、感謝を込めて開催します。ぜひ
ご参加ください。
日5月13日㈰午前10時～午後3時
内模擬店、アトラクション、ミニ消防車・
白バイ乗車体験、相談コーナー、手作り
品販売など
場問福栄会
（東品川3－1－8☎5479－2981）

第28回「楽しいバザー五月祭り」
盛りだくさんのイベントです。模擬店の
手伝いなどボランティアも募集します。
日5月27日㈰午前10時30分～午後2時30分
※雨天決行。
場八潮地域センター前・八潮児童センター
（八潮5－10－27）
内バザー、模擬店、手作り品販売、福祉
相談コーナーなど
●当日のボランティア募集
時間／午前10時～午後3時30分
※昼食付き。
申5月14日㈪までに、電話で品川総合福
祉センターへ
───────共　　通───────
問同センター☎3790－4839

（セ）＝センター　（体）＝体育館（集）＝区民集会所　（入）＝入会金

イベント
●第21回邦楽の夕べ　筝

そう

曲、長
唄、端唄。5月13日㈰午後0時30分
～4時頃。当日、きゅりあんへ。☎
3787－5198品川区邦楽連盟・林
●マルガリータメイコンサート

（マンドリン・ギター・ウクレレ）
5月19日㈯午後1時。当日、きゅり
あんへ。☎3471－6627長尾
●ボーイスカウト品川6団バザー
模擬店、ゲームコーナーなど。5月
20日㈰午前11時～午後2時。当日、
ウェルカムセンター原へ。☎3777
－2286同委員会・金井
●Apple スマートフォン入門講
習会　5月18日㈮、6月1日㈮午後2
時35分～4時10分。全2回。きゅり
あん。14人選考。1,200円。電話
でインターネットと明日の福祉を
考える市民の会☎5940－2220へ

●品川区民吹奏楽団第4回定期演
奏会　5月4日㈷午後1時30分～4
時。当日、きゅりあんへ。☎090
－2258－9158斉藤
●品川朗読サークル「あやの会」
朗読発表会　ヴィヨンの妻。5月22
日㈫午後1時30分～4時。当日、五
反田文化（セ）へ。 ☎3786－0006
山本

サークルなど
●大原トリムクラブ　㈪午後7時。
大原小。3カ月2,000円。☎3783－
2957塚田
●上神明体操クラブ（トリム）
㈭午後7時。上神明小。月1,000円。
（入）1,000円。☎3781－1595太田
●晃正会（東洋占星術）　月1・2
回。午前10時・午後1時30分。きゅ
りあん他。月5,000円。（入）1,000円。
☎090－2761－7917小池

●つくつくどうし（ポケットビリ
ヤード）　60歳以上。初心者歓迎。
㈪午前10時。ミスタースポーツマン
（二葉4）。月200円。1回1,000円。☎
090－2228－9054平岡
●子供英語サークル　小・中学生。
週1回。南大井文化（セ）他。月4,000
円。☎3790－2464栗原
●ピアチェーレ（イタリア語中級）
見学歓迎。㈫午後1時30分。大崎第
一（集）。月4,000円。☎090－2735－
0260佐藤
●ひばり（カラオケ）　㈭午後1時30
分。旗の台文化（セ）他。月5,000円。
☎3782－4723渡辺
●フルートアンサンブルフレンドシップ
第4㈰午後1時。五反田文化（セ）。月
2,000円。☎3774－0427岩永（夜間）
●和の会（絵手紙）　第2・3㈯午後
1時30分。きゅりあん。1回1,000円。
☎080－5892－2024横塚

●ストロベリー（旅行英会話）
月3回㈪午前9時30分。きゅりあん。
月4,000円。（入）1,000円。☎090－
2219－6907福島
●初めての韓国語パートⅡ（初級理
解者）60歳以上。第1・3㈮午後2時。
ゆたかシルバー（セ）。月3,500円。☎
3788－4133原
●子すずめ会（マージャン） 初心
者歓迎。60歳以上。㈪午後1時。
オヤガー（旗の台3）。月4,200円。
☎3472－2045鈴木（夜間）
●五反田元気に歌おう会　月2回
㈪㈮午後2時。五反田文化（セ）。1
回1,000円。（入）420円。☎3450－
0474占部
●大井うさぎハーモニー（ハーモ
ニカ） 60歳以上。初心者歓迎。第1・
3㈫午前10時。山中いきいき広場。
月2,000円。（入）500円。☎3471－
3055山岸

●フラッシュダンス（リズム体操）　
中高年女性向け。㈫午前10時。戸越
（体）。月3,000円。☎3784－2623平井
●アコースティックギタークラブ大井
第1㈯午後1時。東大井（集）。月200円。
☎5763－3161遠藤
●うるおい（社交ダンス）　60歳以
上。男性。㈯午後1時30分。南品川
シルバー（セ）。月2,000円。（入）1,000
円。☎3472－5317林
●女声合唱団・コール・エスポ
アール　㈬午後1時45分。中小企
業（セ）。月5,000円。（入）1,000円。☎
3781－3937船山
●ふたば会（絵手紙）　第1・3㈮
午後1時30分。荏原第五（集）。月2,300
円。☎3492－0479川島
●優雅でゆったりとした気功　
無料体験あり。㈬午後7時。東品川
文化（セ）。月3,000円。☎090－1508
－6222鹿島

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。

催　し ★

★

O美術館　5月の催し
●12日㈯～16日㈬／MAYX写真展2012
●18日㈮～23日㈬／第30回八雲展（絵画、
彫刻、工芸）　●25日㈮～30日㈬／一水会
書展（かな書道）
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　5月の催し
●3日㈷～6日㈰／夏弥ファミリー有志
写真展　●9日㈬～14日㈪／第7回「アト
リエ・しらかば」、第13回「サロン・ド・
アルジェント」合同絵画展（油彩）　●16
日㈬～21日㈪／第4回繭の会かな書道展
●23日㈬～28日㈪／第11回草画会展
（油彩）　●30日㈬～6月4日㈪／〈パステ
ル画〉第23回ラ・パステ展（水彩）
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）

 人権の21世紀をつくる
文化の集い2012

日6月15日㈮午後6時10分～8時45分
場きゅりあん（大井町駅前）
内講演「原発と人権」　※手話通訳付き。
講師／広瀬隆（作家）
人250人（先着）
￥1,000円（資料代）　※全席自由。
申電話で、同実行委員会☎3762－7176へ

きゅりあんの催し
●米村でんじろう　サイエンスショー
日7月28日㈯
①午後1時30分開演（午後1時開場）
②午後4時開演（午後3時30分開場）
￥2,000円、中学生以下1,000円（全席指定）
※2歳までのお子さんは保護者膝上の場合
無料（保護者1人につき子ども1人）。
発売開始日／5月12日㈯
●かいけつゾロリ
いたずらぼうけんミュージカル
日8月21日㈫午後2時開演
（午後1時30分開場）
￥2,700円、当日券3,000円（全席指定）
発売開始日／6月2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／午前10時から＝きゅりあん
※発売初日は、1人4枚まで。
※電話受付では座席の指定はできません。
※託児はありません。
場問きゅりあん（大井町駅前☎5479－4140）

水道なんでも相談
日5月27日㈰午前10時～午後3時
場 参当日、しながわ中央公園しながわ
ECOフェステイバル会場（区役所前）へ
問東京都水道局品川営業所☎5749－5573

西小山ミステリーツアー2012
日5月26日㈯・27日㈰
午前11時～午後4時
場西小山駅周辺
内謎解きをしながら商店街を回るウオー
キングイベント
人3,000人（先着）
主催／西小山地区5商店街
申往復はがきで代表者の住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号、人数を同事務
局（〠225－0003横浜市青葉区新石川2
－5－5☎045－904－1319）へ
※HP www.tokyuensen.com/からも申し
込めます。

 TOKYOウオーク2012
第1回大会〜品川・羽田エリア

日5月26日㈯午前9時～午後4時
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）他
コース／約5・10・20km
￥1,000円、中高生・75歳以上500円
（手数料別）
※当日申し込みは500円加算。
※事前申し込みは5月7日㈪まで。
※詳しくは、HP www.tokyo-walk.jp/をご
覧ください。
問日本ウオーキング協会内大会事務局
☎5256－7855
東京都スポーツ局スポーツ事業部事業
推進課☎5320－7714

 立正大学仏教学部公開講座
みのもんた氏講演「60からの人生」

日6月1日㈮午後4時～5時30分
人500人（抽選）
場申5月15日㈫（消印有効）までに、往復
はがきで講座名、住所、氏名、年齢、電話
・FAX番号、参加人数（2人まで）を同大
学仏教学部事務室公開講座係（〠141－
8602大崎4－2－16☎3492－8528）へ

 ミュージカル「王様と私」に
合計30組60人を招待します

日①7月3日㈫	②4日㈬	③6日㈮
午後6時開演
場ゆうぽうと（西五反田8－4－13）
出演／松平健、紫吹淳　他
人区内在住か在勤、在学の方
各10組20人（抽選）　※2人1組。
申5月11日㈮までに、はがきに「王様と
私」とし、希望日、住所、氏名、年齢、電
話番号を品川文化振興事業団（〠140－
0011東大井5－18－1☎5479－4112）へ
※当選発表は発送をもって代えます。
※一般発売は5月19日㈯からです。きゅり
あん、しながわ観光協会にて区民優待料
金3,000円で販売します。

文化・イベント情報★★

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。
◎新着情報をメールマガジンで配信します。

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
※5月12日㈯に登録団体操作講
習会を開催します。詳しくは「す
まいるネット」をご覧ください。

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

品川区民活動情報サイト しながわ 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
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広　報  
・世帯……………… 194,664
・外国人登録者数……11,108

　人口と世帯（平成21年2月現在）

・住民登録者数……354,574
・男…………………174,012
・女…………………180,562

　人口と世帯（平成24年4月現在）
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古紙配合率70％再生紙を使用しています

5月テレビ
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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
旗の台発！人情釣りぼり店

区
か
ら
の
お
知
ら
せ

日 トビーが行く！  しながわ温故知新

月 しながわのチ・カ・ラ
品川ゆかりの時代小説家たち

火 しながわ観光コンシェルジュ
東急池上線沿線の旅

水 しながわのチ・カ・ラ
御殿山物語

三之助　とっておきの品川
世界に誇る！品川の成年後見制度

木
品川歴史探訪
増上寺の子院群
〜上大崎〜

しながわ de
子育て

品川の昔ばなし
水月観音

金 復活！しながわ探検隊 こだわりと技の名品を訪ねて
東京銀器　永遠の輝きと美

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……… ☎0570−550−470問い合わせ

区内在住の噺
はなしか

家・柳家三之
助が、旗の台で銭湯を改装
した釣りぼりを営業してい
る人情味あふれる大工さん
を紹介します。

番組紹介
三之助  とっておきの品川
旗の台発！
人情釣りぼり店

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
聴でき、専用機器に録音もできます。
また、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

●��在住外国人の方に仮住民票を送付
●��在住外国人のための多言語ガイド
ツアー
　� 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

● 消費者月間
● 平塚小学校跡施設愛称募集
● 高齢者施設開設

次号予告　5月11日号

温泉の歴史と文化を品川歴史館所蔵の今井金吾コレクションや温泉地
の写真で紹介します。温泉の歴史的な魅力を発見しませんか。

※月曜日は休館。
※『箱根権現縁起絵巻』の展示は、
6月3日㈰まで。
観覧料／100円、小・中学生50円
※20人以上の団体は2割引。70歳以
上の方、障害のある方、区立小・中学
生は無料。
※5月18日㈮は「国際博物館の日」に
ちなんで、観覧料無料で公開します。
※5月8日㈫は展示替えのため臨時休
館します。『箱根権現縁起絵巻』伊豆山走湯（個人蔵・神奈川県立歴史博物館写真提供）

歴史講座

古文書入門講座

温泉の歴史と温泉が生み出す
多様な文化を、いくつかの温
泉地を取り上げて紹介します。
人16歳以上の方100人
（抽選）
￥1,000円（観覧料別）

日6月1日～7月6日の金曜日午後6時30分～8時30分（全6回）
講師／北原進（立正大学名誉教授）他
人16歳以上の方60人（抽選）　￥2,000円

古文書を初歩から楽しく学びます。

「温泉の魅力、再発見！」

「初歩から学ぶ品川の古文書」

日程（全4回） テーマ 講師
6月3日

㈰
「中世の熱海・伊豆山
温泉と箱根温泉郷」

柘植信行
（品川歴史館副館長）

6月10日
㈰ 「東北地方の温泉文化」 伊藤克己

（日本温泉文化研究会会長）
6月17日

㈰ 「九州地方の温泉文化」 菅野剛宏
（大分県立歴史博物館主任学芸員）

6月24日
㈰

「江戸時代の有馬温泉
と城崎温泉」

鈴木則子
（奈良女子大学准教授）

※時間は午後2時〜4時。

神奈川県山北町
指定重要文化財

『箱根権現縁起絵巻』を
公開します！

☎3777−7500
品川テレホンガイド

電 話

区への届け出や手続きの方法、施設の
案内・利用方法などを電話の音声でご
案内します。
利用方法
案内終了後、操作方法の案内に従って、「7」
を押した後に、4けたのコード番号を押して
ください。

品川歴史散歩案内
コード番号6240

品川人物伝  第22回　ジョサイア・コンドル
5月31日㈭まで

問庶務課文化財係☎5742−6839

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

区からのお知らせ
コード番号6350

（知っテル区ん）

申5月11日㈮（必着）までに、往復はがき（1講座1人1枚）で講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号を同館へ

共 通

5月12日㈯～7月15日㈰
午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

場 問品川歴史館
（〠140－0014大井6－11－1☎3777－4060）

温泉の魅力、再発見
―湯どころの姿あれこれ展

品　川
歴史館

大森貝塚
遺跡庭園

郵便局
鹿島神社前

鹿島神社

大井
第一小学校

至大井町

大森駅

滝王子通り

交番

京
浜
東
北
線

池
上
通
り

大
井
水
神
公
園

•大井町駅西口から東急バス池上駅
行・蒲田駅行で「鹿島神社前」下車
徒歩1分
•大森駅北口から池上通り徒歩10分
•京浜急行立会川駅から徒歩13分

交通案内

品 川 歴 史 館 講 座 プレゼントに最適です！
歴史館では、一筆箋や絵はがきなどを販売
しています。来館記念や贈り物などにもご
利用ください。

●絵はがき…………1枚50円（26種類）
品川歴史館とその展示品、浮世絵、
江戸名所のほか、郷土の画家竹内
重雄氏の大正スケッチもあります。

●一筆箋……………200円（2種類）
品川歴史館オリジナル
・浮世絵一筆箋（歌川広重）
　「東海道五拾三次之内品川　
日之出」
・浮世絵一筆箋（歌川国貞）
　「東京高縄品川口蒸気車往　
来之図」

特別展「品川鉄道事始」は10月14日㈰から開催の
予定です。

東京名所  御殿山より
品川を望む

東京高縄品川口蒸気車往来之図


