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住民基本台帳法改正に伴う
システム保守のため、7月
8日の区役所の日曜開庁と
大井町・武蔵小山サービス
コーナーは休業します
問 戸籍住民課☎5742−6657
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7月15日㈰
午後1時～8時30分

台場小学校
（東品川1－8－30）
内盆踊り、模擬店、子どもコーナー　他
問品川第一地域センター☎3450－2000

7月21日㈯・22日㈰
午後5時～8時

第四日野小学校
（西五反田4－29－9）
内盆踊り、模擬店、ゲームコーナー　他
問大崎第一地域センター☎3491－2000

7月22日㈰
午前11時～午後3時

三木小学校
（西品川3－16－28）
内子どもコーナー、模擬店、アトラクション、展示　他
問大崎第二地域センター☎3492－2000

7月28日㈯
午後3時～7時

第三日野小学校
（上大崎1－19－19）
内盆踊り、模擬店、ゲームコーナー　他
問大崎第一地域センター☎3491－2000

8月4日㈯
午後1時～5時

五反田ふれあい水辺広場
（東五反田2－9）
内模擬店、ステージ、ゲームコーナー　他
問大崎第一地域センター☎3491－2000

7月8日㈰
午前10時～午後3時

南大井文化センター
（南大井1－12－6）
内子どもカーニバル（ゲーム、模擬店）
問大井第一地域センター☎3761－2000

7月14日㈯午後5時～9時
※雨天時は15日㈰。

桜新道
（南大井4）
内盆踊り、模擬店　他
問大井第一地域センター☎3761－2000

7月14日㈯午後3時～9時
　  15日㈰午後1時～8時30分

八潮多目的広場
（八潮5－11）
内盆踊り、模擬店、子どもコーナー、打ち上げ花火
問八潮地域センター☎3799－2000

7月28日㈯
午前11時～午後3時

伊藤学園
（大井5－1－37）
内模擬店、ゲーム店、ミニＳＬ　他
問大井第二地域センター☎3772－2000
　大井第三地域センター☎3773－2000

7月14日㈯
午後1時～7時

小山小学校
（小山5－10－6）
内盆踊り、模擬店　他
問荏原第一地域センター☎3786－2000

7月21日㈯
午後3時～8時

宮前小学校
（戸越4－5－10）
内盆踊り、模擬店、ステージ発表、子どもコーナー　他
問荏原第三地域センター☎3783－2000

7月21日㈯午後3時～9時
　　22日㈰午後5時～8時30分

杜松小学校
（豊町4－24－15）
内子どもまつり、ステージ、模擬店、花火教室、盆踊り　他
問荏原第五地域センター☎3785－2000

7月22日㈰
正午～午後8時

第二延山小学校
（旗の台1－6－1）
内盆踊り、模擬店、子どもゲームコーナー
問荏原第二地域センター☎3782－2000

7月28日㈯ ※雨天時は29日㈰。
午前10時～正午
午後4時30分～7時30分

源氏前小学校
（中延6－2－18）

内盆踊り、模擬店、組太鼓、子どもコーナー
問荏原第四地域センター☎3784－2000

品川・大崎地区

大井・八潮地区

荏原地区

品川区民まつり2012
●●●●●●●●●出

会い ！ ふ れ あ い！

品川区民まつり 2012

今年も暑い夏がやってきました。
いよいよ区民まつりの季節です。
趣向を凝らした模擬店に舌鼓をうち、
宵には盆おどりで汗をながして、
家族みんなで、地域のおまつりを
楽しんでみませんか。
主催／各地区品川区民まつり実行委員会
問い合わせ／各地域センター

7月27日㈮～29日㈰
午後6時～9時30分

天妙国寺境内
（南品川2－8－23）
内盆踊り、模擬店、歩きたばこ禁止キャンペーン
問品川第二地域センター☎3472－2000

7月28日㈯
午後3時～5時

城南小学校
（南品川2－8－21）
内どじょうつかみ大会　他
問品川第二地域センター☎3472－2000
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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
7/9 ㈪
13:00～16:00 啓発展示室（第二庁舎3階）

7/11㈬
13:00～16:00

武蔵小山商店街パルム会館
（小山3−23−5）

※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、会場へ
運営／品川栄養士会
問健康課健康づくり係☎5742−6746

難病の方のためのリハビリ教室

日7月19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

精神保健家族勉強会

日7月11日㈬午後1時30分～3時30分
内精神科の薬について
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

パーキンソン病患者と家族のためのリハビリ教室

日7月23日㈪午後1時30分～3時30分
内情報交換と軽い体操
人パーキンソン病患者と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474−
2904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）
7/1情報館 情報館は2・3・6・7ページです

ろば康ひ健

地区別児童水泳教室

日程（全6回） 会場

8/6㈪～11㈯
芳水小学校（大崎3−12−22）
台場小学校（東品川1−8−30）

8/9㈭～15㈬
※日曜日を除く

宮前小学校（戸越4−5−10）
鈴ケ森小学校（南大井4−16−2）

クラス 泳力（クロ−ル基準） 時間
Ａ 7ｍ以下（初心者）   9：30～10：30 
Ｂ 25ｍ未満 11：00～12：00
Ｃ 25ｍ以上 13：00～14：30

※各会場にＡ～Ｃのクラス有り。
人小・中学生各会場120人（抽選）
￥各3,200円（保険料込）、連盟登録者2,700円
主催／品川区水泳連盟
申7月13日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、
会場、クラス、住所、氏名（ふりがな）、性別、電話番
号、学校名、学年、泳力、保護者名をスポーツ協会へ

クルーザーでめぐる夏休み・子ども水辺探検隊

日①7月16日㈷・22日㈰ ②8月4日㈯・15日㈬
（しながわ水族館午前10時集合・午後1時30分帰船）
コース／①橋巡りと東京スカイツリー
②品川の水辺と東京ゲートブリッジ
人4歳～中学生のお子さんと保護者各回30人（先着）
※3歳以下は乗船できません。
￥2,500円、4歳～中学生1,500円

（しながわ水族館入場券付き）
※昼食・飲み物は各自持参。
※天候により中止・ルートを変更する場合があります。
チケット販売／しながわ観光協会（大井1−14−1
火～金曜日午前9時30分～午後6時、土・日曜日午前
10時～午後5時）
問同協会☎5743−7642
商業・観光課☎5498−6350

夏休みのキッズ料理教室
オムレツ、だし汁から作るみそスープ！

日時 会場
①7/23㈪

11:00～
13:00

きゅりあん（大井町駅前）
②7/24㈫
③7/25㈬ 荏原文化センタ−（中延1−9−15）

持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台ふきん各1枚、
筆記用具
人小学生①②各30人 ③24人（先着）
￥各500円（保険料込）
運営／品川栄養士会
申7月17日㈫までに、電話で健康課健康づくり係　
☎5742−6746へ

家庭の日・ファミリー虫とり

①ファミリー虫とり＆ファミリーキャンプ
日8月4日㈯午後2時～5日㈰午後2時30分（1泊2日）
人区内在住で、小学3年～中学生のお子さんと保護
者50人（抽選）　※1組5人まで。
※7月24日㈫の事前説明会に出席できる方。
￥中学生以上2,000円、小学生1,500円

（食事・保険料込）
②ファミリー虫とり＆公園探検
日8月5日㈰午前10時～午後2時30分
人区内在住で、4歳～中学生のお子さんと保護者100人

（抽選）　※1組5人まで。
￥800円（軽食・保険料込）
――――――――― 共　　通 ―――――――――
場みなとが丘ふ頭公園（八潮3−1）　※現地集合・解散。
主催／品川区青少年委員会
申7月13日㈮までに、往復はがきに①は「虫とり・キャ
ンプ」②は「虫とり・公園探検」とし、参加者全員
の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を青少年
育成課青少年育成係（〠140−8715品川区役所☎
5742−6692）へ

品川歴史館親子歴史講座～仏像を作ってみよう

奈良時代の仏像のつくり方を体験します。
日7月28日㈯午前9時30分～正午
29日㈰午前10時～正午（全2回）
内①仏像について知ろう・作ろう ②仏像を作ろう
講師／湯本幸子（品川歴史館学芸員）
人小学生と保護者15組（抽選）
場 申7月13日㈮（必着）までに、往復はがきに「親
子歴史講座希望」とし、参加者全員の住所・氏名・
電話番号・学年を同館（〠140−0014大井6−11−1
☎3777−4060）へ

ひとり親家庭～夏の親子バス旅行

日8月4日㈯～5日㈰
（大井町駅前午前8時30分集合、1泊2日、往復バス）
宿泊／うたゆの宿　熱海四季ホテル
内アスレチック、花火、スライダープールなど
人5歳以上のお子さんがいるひとり親家庭の親子40人（先着）
￥中学生以上5,000円、5歳～小学生3,000円
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申7月10日㈫までに、電話で子育て支援課児童家庭
相談係☎5742−6589へ
集金・説明会／7月15日㈰午後2時きゅりあん（大井町駅前）

環境学習講座
「小学生のための牛乳パックではがき作りとお話」

日8月10日㈮午後1時30分～4時　
場中小企業センター（西品川1−28−3）
講師／平井成子（全国牛乳パックの再利用を考える
連絡会代表）他
人小学生と保護者25組50人（抽選）
申7月11日㈬（必着）までに、往復はがきかFAXで参
加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号を環境情報活
動センター（〠140−8715品川区役所☎・Fax5742−
6533）へ
※ HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

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。

  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）

7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）

7月1日㈰

　　　石井診療所 南大井 4 − 5 − 6 ☎3761−5477
　　　シモジ歯科 北品川 2 − 8 − 6 ☎3471−2277
　　　中山歯科医院 旗の台 4 − 2 − 7 ☎3785−6480
　　　飯塚接骨院 南大井 4 −11− 6 ☎3763−3270
　　　しおざわ接骨院 西中延 2 −18−20 ☎5702−8158

7月8日㈰

　　　たつのこどもクリニック 大　井 1 −32−16 ☎3775−8600
　　　スフィアタワー・デンタルクリニック 東品川 2 − 2 − 8 ☎5462−0418
　　　荏原グランアート歯科医院 荏　原 7 − 5 − 3 ☎3787−8888
　　　目黒整骨院 上大崎 2 −15− 5 ☎3444−7796
　　　昭和通り接骨院 西中延 2 − 9 −13 ☎3788−7470

  土曜日夜間／午後5時〜午後10時（受付は午後9時30分まで）

7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

日7月5日㈭・12日㈭・19日㈭・26日㈭
人65歳以上の方
¥ プログラム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

毎週木曜日はしながわ出会いの湯
●毎週プログラムを実施●

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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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

7月の区議会
本会議／5日㈭午後1時
※日時は変更する場合もあります。
問区議会事務局☎5742−6809

品川健康センターは休館します
日7月28日㈯
問同センター☎5782−8507

介護保険施設利用者の居住費・
食費の軽減制度のご案内
内介護保険施設入所・ショートステイ利用
時の食費・居住費（滞在費）の負担軽減
対象施設／特別養護老人ホーム、介護老
人保健施設、介護療養型医療施設
人住民税非課税世帯などの方
※詳しくはお問い合わせください。　　
問高齢者福祉課認定給付係☎5742−6731

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8月8日㈬・14日㈫午後1時～3時30分
20日㈪午後5時30分～7時30分
●カウンセリング相談
日8月23日㈭午後1時～3時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日8月3日㈮・17日㈮・24日㈮・31日㈮
午後1時～3時
10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−（東大井5−18−1☎5479
−4104）へ
○カウンセリング電話相談
日8月2日㈭・9日㈭・16日㈭
午前10時～午後3時30分
相談電話／5479−4105

病児保育施設が開設されます
開設日／8月1日㈬
名称／病児保育チャイルドサンタ
所在地／小山3丁目
定員／1日4人
※利用にあたっては事前に登録が必要です。
申7月17日㈫から電話で、サンタハウス
こどもクリニック☎3719−5533へ
※8月1日㈬以降は保育課へお問い合わせ
ください。
問保育課運営係☎5742−6724

20歳前障害などによる障害基礎
年金を受給している方へ
7月31日㈫までに、所得状況届・現況届
か診断書付き届出書の提出が必要です。
対象の方には、7月初めに年金事務所から
用紙が郵送されますので、必要事項を記
入して早めに提出してください。提出が
ないと、障害基礎年金の支給が停止され
ますのでご注意ください。
※上記以外の障害基礎年金を受給してい
る方で診断書など届け出が必要な方には、
誕生月に書類が送られます。
提出先・問国保医療年金課国民年金係

（本庁舎4階☎5742−6683）へ

品川区職員（保育士）採用試験
●Ⅱ類（短大卒程度）＝福祉（保育士）
採用予定日／①25年1月1日 ②25年4月1日
人国籍を問わず、①昭和58年1月2日～平
成5年1月1日 ②昭和58年4月2日～平成5年
4月1日に生まれ、保育士資格を有し（また
は取得見込み）、①24年12月31日 ②25年3
月31日までに、都道府県知事の保育士登録
を受けている方
採用予定人数／50人程度（選考）
勤務場所／保育園
※児童センター、福祉施設などの場合あり。
第1次試験日／8月26日㈰
択一試験（教養・専門）、作文試験
第2次試験／9月下旬～10月下旬
実技試験・面接
申込書配布場所／人事課人事係、地域セ
ンター、サービスコーナー
※申込書を郵送請求する場合は封筒に「保
育士申込書請求」と朱書きし、返信用封
筒（角型2号・120円切手貼付）を同封。
※区ホームページからダウンロードもで
きます。
●申込方法・期限

郵送 7月25日㈬（消印有効）

持参 7月26日㈭・27日㈮・30日㈪・
31日㈫午前8時30分～午後5時

電子申請＊ 7月31日㈫午後5時（受信有効）
＊受験票を打ち出すプリンタが必要です。
申人事課人事係（〠140−8715品川区役
所本庁舎5階☎5742−6628）へ
※詳しくは申込書をご覧ください。

7月は軽自動車税滞納整理強化
月間です
軽自動車税の納付がお済みでない方はお
急ぎください。お納めいただけない場合
は、滞納処分を受ける場合があります。
問税務課納税相談担当☎5742−6671～3

第1回品川区次世代育成支援対策
推進協議会
日7月10日㈫午後1時から
場第一委員会室（議会棟6階）
内後期行動計画の進捗状況について
人10人（先着）
傍聴方法・問当日、午後0時45分までに
青少年育成課計画調整係（本庁舎7階☎
5742−6385）へ

高年齢者向け出張就職相談会
日7月17日㈫午前10時～午後3時
人おおむね55歳以上の方
※求職の登録を希望する方は、写真を貼
った履歴書をお持ちください。
場参当日、荏原文化センター（中延1−9
−15）へ
問サポしながわ☎5498−6357
※「シルバー人材センター」の入会相談
も行います。

品川＆山北ふれあい交流
みかんの木オーナー募集
収穫期間／11月18日㈰～12月9日㈰
※オーナー祭りは12月2日㈰。雨天中止。
人区内在住か在勤の方
募集数／50本（抽選）
収穫量・￥
50kg＝7,500円、60kg＝9,000円、
80kg＝12,000円、100kg＝15,000円
※オーナーは、希望でサツマイモ・じゃ
がいも・大根・里芋・白菜などの収穫体
験もできます（参加費1,000円）。
申 8月1日㈬（必着）までに、はがきか
FAXで住所、氏名、電話番号、希望の収
穫量の木・本数と農作物収穫体験の希望
の有無を環境農林課農業振興班（〠258
−0195山北町役場☎0465−75−3654 
Fax0465−75−3661）へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742−6856

9月1日から品川区立図書館全館で図書
などの貸し出し期間が変更になります
変更開始日／9月1日㈯の貸し出しから

資料種別
貸し出し期間

変更前 変更後
① 図書 3週間 2週間
② 雑誌 1週間 2週間
③ CD・カセット 3週間 2週間
④ ビデオ・DVD 1週間 2週間

※①の一部は貸し出し期間が1週間のものがあります。
※④は貸し出し期間の延長が不可となります。
問品川図書館☎3471−4667

大井1丁目共同ビル全館休館
電気設備点検のためお休みします。
日7月14日㈯
しながわ観光協会 ☎5743−7644
ボランティアセンター ☎5718−7172
さわやかサービス ☎5718−7173
大井ファミリー・
サポート・センター ☎5718−7185

おもちゃの病院 ☎5718−7181
消費者センター
土曜日電話相談 ☎5718−7182

「第38回品川区消費生活展」の
参加団体募集
日25年2月16日㈯・17日㈰
人区内で消費生活に関わる問題を学習し、
活動しているグループ・団体
※パネルなどで学習の成果発表ができる
こと。
申7月13日㈮までに、電話で消費者セン
ター☎5718−7181へ

23年度住民基本台帳の一部の
写しの閲覧状況を公表します
日8月1日㈬まで　※土・日、祝日を除く。
場区政資料コーナー（第三庁舎3階）
※区ホームページでもご覧になれます。
問戸籍住民課住民票係☎5742−6660

区営住宅入居者募集（空き家）
現在、空きのある住宅の入居者募集をし
ます。
募集住宅（全3戸）／
西大井6丁目第3　1戸＝家族向け
西大井6丁目第3　1戸＝家族・単身向け
南大井1丁目　　  1戸＝家族向け
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、住み替え相談センター、品
川宅建管理センター
※部数に限りがあります。
申7月2日㈪～9日㈪に配布する申込用紙
を、郵送で品川宅建管理センターに7月
17日㈫までに届いたものに限り受け付け
※申込資格など詳しくはお問い合わせく
ださい。
●募集申込休日窓口の開設

日程 会場
7月7日㈯ 荏原文化センター（中延1−9−15）
7月8日㈰ 本庁舎3階ロビー

※時間は午前10時～午後4時。
問品川宅建管理センター☎5749−8661
都市計画課住宅運営担当☎5742−6776

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㈮ ☎3777−2000

※受付は午後3時
まで

社会保険労務士相談 第1㈮
国 の 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
※受付は午後4時
30分まで

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



（4）

引き続き節電にご協力ください

問 スポーツ協会・総合体育館（〠141−0022東五反田2−11−2☎3449−4400 Fax3449−4401）

日7月21日㈯～8月25日㈯宿泊分
交通／軽井沢駅からバスで30分
￥常設テント使用料1,500円（1泊1張）、入
村料250円（4歳～中学生150円）、保険料
30円（1人1泊。宿泊者全員にかかります）
※寝袋、なた、炊飯用具は無料貸し出し。

軽井沢レクの森
キャンプ場開放
星空を眺めに、高原へ

キャンプ用テント（ドーム型）
を貸し出します

ファミリーキャンプ
キャンプがはじめてでも、道具がなくても家族やグループで楽しめます。

貸出期間／5日以内
貸出日／月～金曜日午前9時～午後5時
（第3月曜日、祝日を除く）
使用料／6人用＝300円、4人用＝200円
※器材は貸し出しません。
申使用日の1カ月～1週間前に、直接ス
ポーツ協会へ

主催／品川区キャンプ協会
申7月10日㈫までに、はがきか
FAXで、参加者全員の住所・氏
名・年齢・電話番号をスポーツ
協会へ
※説明会は、7月29日㈰午前
10時から総合体育館。

日8月24日㈮～26日㈰
（区役所午前8時集合・午後5時解散、
2泊3日、往復バス）
場軽井沢レクの森キャンプ場（長
野県）　※最終日に温泉入浴あり。
人40人（抽選）
￥12,000円、小・中学生8,000円、
3歳～就学前のお子さん4,000円

　夏の間は、エアコンの使用などにより電力が不足することが見込まれます。
　昨年実施した「しながわ節電コンテスト」で区民の方から寄せられた節電アイデアを冊子にしました。
各家庭で取り組む際の参考にしていただき、引き続き節電にご協力をお願いします。

●簡易型電力量表示器を貸し出します
エアコン・テレビ・冷蔵庫などの電化製品の電力使用量や二酸化
炭素量などが数字で表示されます。節電に役立ててみませんか。
期間／2カ月まで
貸し出し／1世帯2台まで（先着）
台数／エコワット60台、ワットチェッカー3台
※測定した記録を区に提出していただきます。また区ホームペー
ジなどで紹介する場合があります。
貸し出し方法／直接、環境課環境推進係（本庁舎6階☎5742ー6755）へ

❶ 太陽光発電システム　太陽の光エネル
ギーを直接電気に変換するシステムで、発
電時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素
などを発生しません。
※発電した電力の余剰分を電力会社が買い
取る制度もあります。
❷ 太陽熱温水器　太陽の熱で水を温め、貯
湯し給湯する蓄熱式の給湯器です。できたお
湯は、キッチンや浴室に使われるほか床暖房
などにも利用されます。

❸ 高効率給湯器　空気の熱を利用して少
ないエネルギーでお湯を沸かすことができ
るヒートポンプ給湯器や、今まで大気中に
捨てていた熱エネルギーを利用してお湯を
沸かす潜熱回収給湯器などがあり、家庭で
のエネルギー消費量を少なくし、二酸化炭
素排出量を削減することができます。

❹ 家庭用燃料電池　都市ガスなどから水
素を取り出し、燃料電池で空気中の酸素と
化学反応を起こして発電します。その際発
生する熱を利用してお湯を作ることができ
ます。
❺ LED照明　白熱電球に比べると、価
格は高いのですが消費電力は6〜10分の1
で、寿命は約4万時間あります。LED電球
を取り付けるには、工事が必要な場合も
あります。

二酸化炭素の排出量や家庭でのエネルギー消費量を少なくし、節電につながる機器もあります。
区では設置費用の一部を助成しています。環境に配慮した設備・機器をご存じですか

節電アイデアを一部紹介します

問い合わせ
環境課☎5742−6755

冷蔵庫

エアコン

照明

◦�なすや玉ねぎ、じゃがいもな
どは冷蔵庫に入れず涼しい場
所で保管する。
◦�冷気を逃さないように冷蔵庫
カーテンを設置する。

◦�扇風機を併用して使
用する。
◦�フィルターはこまめ
に掃除する。

◦�スイッチをこまめに切る。
◦�LED電球に取り替える。
◦�ソーラー式の間接照明を利用する。

ワットチェッカー（左）
エコワット（右）

25年度は、第68回国民体育大会（国体）と第13回全国障害者スポーツ大会を
一つのスポーツの祭典「スポーツ祭東京2013」として開催します。東京都での
国体の開催は、昭和34年の第14回大会以来、54年ぶり3回目、全国障害者スポー
ツ大会は初めてです。
問い合わせ 文化スポーツ振興課スポーツ係☎5742−6838

都民の鳥「ゆりかもめ」がモチーフ。
翼を大きく広げたデザインにより、夢
や目標に向かって強く羽ばたこうとす
る姿を表しています。

○第68回国民体育大会ハンドボール競技リハーサル大会
　（第17回ジャパンオープンハンドボールトーナメント）
種目／成年男子1回戦（5試合）
場・観覧方法／当日、直接総合体育館へ

今年はスポーツ祭東京2013の開催
に備えて、国体ハンドボール競技
リハーサル大会を総合体育館で行
います。スピード感あふれるゲー
ムをぜひ会場でご覧ください。

みなさん
見に来てね

25年9月28日㈯
～10月14日㈷

マスコット
キャラクター

ゆりーと

品川区で開催される競技

○デモンストレーションとしてのスポーツ行事
　グラウンド・ゴルフ
日25年9月21日㈯
場天王洲公園野球場（東品川2−6−23）

日程 種目 会場
25年10月3日㈭ 成年女子1回戦 総合体育館

（東五反田2−11−2）25年10月4日㈮ 成年男子2回戦

ハンドボール

◎助成制度について
詳しくは、区ホームページをご覧いただく
かお問い合わせください。
❶〜❹ 環境課環境管理係
☎5742−6949
第2期の募集は10月頃を予定しています。
❺ 都市計画課住宅運営担当
☎5742−6777
工事を伴う設置が助成の対象となります。

内発電機体験コーナー、節電おもちゃで遊ぼう、節電グッズ紹介コーナー
場・参加方法／当日、中延商店街ふれあい広場（東中延2−7−19）へ

節電イベントを開催します
7月14日㈯
午後2時～4時

◎今号で紹介した節電アイデアをはじめ、区民の方が実際に行ってい
る節電方法や、節電に役立つグッズや販売店を冊子にまとめました。
ぜひご活用ください。

「～しながわのみんなで考えた～便利な節電アイデアhandbook」
配布場所／環境課（本庁舎6階）、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、
図書館、地域センター

リハーサル大会開催！ 24年8月10日㈮午前9時30分～午後4時40分
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区内に住むママたちの感性とフットワークで集めた子育て情報が満載です。子
育て真っ最中のパパ＆ママ、応援する家族や地域の皆さんが来て見てふれて楽
しめるイベントです。

日7月6日㈮午前10時～午後4時
内子育て情報展示、ミニステージ、子育
て相談、ワークショップなど
場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問子育て支援課在宅子育て支援係
☎5742－6720

つたえる・つながる・めぐりあう 子どもといっしょに広がる世界
品川子育てメッセ2012

第5回

この夏はしながわ水族館
で楽しもう！

ほかにも楽しいコーナーがたくさんあります。
詳しくは、お問い合わせいただくかホームページ
HPwww.aquarium.gr.jp/をご覧ください。

7月14日㈯～9月2日㈰
水族館ならではのクイズを出題。

8月1日㈬～31日㈮午後4時～6時
懐中電灯で夜の魚たちを観察。

7月9日㈪まで
星をちりばめたような斑点が美しい
シモフリタナバタウオが泳ぎます。

●イルカショー

●盆踊りアシカショー
＊④はドルフィン・スプラッシュタイム

※8月11日㈯〜15日㈬は時間
が変わります。詳しくはお問
い合わせください。

① ② ③ ④
10：45 13：30 15：30 16：30＊

① ②
11：45 14：30

イルカとアシカのショータイム 飼育係からの挑戦状～夏篇～

サンセットアクアリウム

しながわ水族館の七夕水槽

7月21日㈯～
8月31日㈮

● 夏の特別展示 ●

オニダルマオコゼ

熱 中 症
今年も節電への取り組みが必要となりますが、引き続き熱中症にも注意しましょう。

①水分をこまめにとる
◦ 汗をかかなくても身体の水分は失われてい

きます。水分や塩分を適切に補うためにこ
まめに水分補給を心がける。

②暑さを避ける
◦ エアコンや扇風機を利用して室内温度を調整する。
◦ 睡眠時はエアコンの設定を弱めにし、扇風機は直接

身体に当てないよう首ふりにする。
◦ 午前10時から午後3時は日差しが強いので注意する。
◦ 外出するときは帽子や日傘を使う。

③身体から熱を出す
◦ 保冷剤や氷枕を利用したり、首や脇の下を冷たいタ

オルでふいて冷やす。

問い合わせ／	保健予防課☎5742ー9153
	 品川保健センター☎3474ー2903
	 大井保健センター☎3772ー2666
	 荏原保健センター☎3788ー7016

　暑さをしのぐ一時避難場所として、お近くの区施設（地域センター・
文化センター・児童センター・シルバーセンター・保健センター）
が利用できます。冷たい飲み物なども用意していますので、身体を
休めて無理をせず熱中症を予防してください。
　「避暑シェルターで　涼しさ　ひととき」ののぼり旗が目印です。
※各施設は開館時間内に利用できます。

◦喉が渇かなくても水を飲む
　	目安は1日1.5～2リットル。「毎食前・食後、食間、
寝る前」にコップ1杯の水分をとる。
◦我慢しないでエアコンや扇風機を使う
◦バランスの良い食事をとる
◦十分な睡眠をとる
◦体調が悪い時は早めに受診をする

乳幼児は体温調節機能が十分発達していないため、特に注意が
必要です。また、晴れた日には地面に近いほど気温が高くなる
ため、幼児は大人以上に暑い環境にいます。

◦汗をかかなくても水分をとりましょう。
　�水分補給は糖分の多い清涼飲料水は控え、お茶や水などを与えま
しょう。
◦�外出や運動後は休息をとり、身体を休めましょう。早寝早起
きを心がけ、睡眠を十分にとらせましょう。
◦お子さんを車に乗せたまま離れることは絶対にやめましょう。

高齢者の注意点

お子さんの注意点

気になることが
ある時は

相談してください

気になることが
ある時は

相談してください

問い合わせ／在宅介護支援センター
高齢者福祉課	 高齢者支援第一係☎5742ー6729
	 高齢者支援第ニ係☎5742ー6730
	 高齢者支援第三係☎5742ー6737

を防ごう

予防のためのポイント

外出中に暑さで気分が悪くなったら
「避暑シェルター」へ！

就学前の
お子さんの情報が
いっぱい

開館時間／午前10時～午後5時（入館は閉館30分前まで）　※8月1日㈬～31日㈮は午後6時まで延長。
￥1,300円（800円）、小・中学生600円（400円）、4歳以上300円（200円）、65歳以上1,200円（700円）

場問同館（〠140－0012勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433）

※ 区内在住の方は、住所確認のできるものを各自提示すると（　）の金額になります。また、65歳以上の方は年齢確
認のできるものも必要です。

シモフリタナバタウオ

水族館の飼育員の仕事を、実際に体験してみま
せんか。飼育員と一緒にえさを準備したり、水槽
の魚にえさを与えたり、普段できない体験がいっ
ぱい。終了後には認定書を差し上げます。
日①8月1日㈬ ②3日㈮午後1時〜4時
人区内在住の①小学3・4年生 ②小学5・6年生
各8人（抽選）
￥400円（入館料）
申7月13日㈮（必着）までに、往復はがき（1人
1枚）に「飼育体験」とし、住所、氏名（ふりがな）、
学年、生年月日、性別、電話番号を同館へ
※2枚以上申し込むと無効。

夏休み品川区在住小学生飼育体験
参加者募集
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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://）

介護者教室
日7月28日㈯午後1時～3時
内歯科衛生士による「若さと元気は、お
口から」の話
人20人（先着）
場 申7月27日㈮までに、電話で東品川在
宅サービスセンター（東品川3−1−8☎
5479−2946）へ

障害者のためのパソコン相談・教室
①パソコン相談
日8月2日～25年3月7日までの第一木曜日
※1月は10日（第二木曜日）に開催します。
②パソコンテーマ別教室（全3回）
「プリクラシール・カード・うちわづくり」
日7月19日㈭、8月16日㈭、9月20日㈭
③パソコン教室（全8回）
「パソコンの基礎を学びます」
日7月23日㈪・30日㈪、8月6日㈪・20日 
㈪・27日㈪、9月3日㈪・10日㈪・24日㈪
───────共　　通───────
※時間は午前コース＝午前10時～正午、
午後コース＝午後1時～3時。
人区内在住で65歳未満の①③は身体障害
者手帳 ②は身体障害者手帳か愛の手帳を
お持ちの方各4人（先着）
場 申①は相談日の1週間前 ②は7月12日
㈭ ③は7月17日㈫までに、電話かFAXで
番号、午前か午後、住所、氏名、年齢、
連絡先、障害の程度、①は相談内容、②
はパソコン経験の有無を心身障害者福祉
会 館（ 旗 の 台5−2−2☎5750−4996 
Fax3782−3830）へ　※手話通訳、要
約筆記が必要な方はご連絡ください。

本紙6月21日号でお知らせした
室内温水プール利用日時の変更
戸越台中学校温水プールの7月1日㈰～
19日㈭は利用できません。品川学園温水
プールの8月29日㈬・30日㈭の利用は午
後3時30分～8時50分となります。
問文化スポーツ振興課スポーツ係

お肉の情報館
肉の生産・流通や人権問題に理解を深め
る展示を行っています。
日月～金曜日午前10時～午後6時
※祝日・年末年始を除く。
○7月21日㈯・8月18日㈯午前10時～
午後6時は臨時開館します。
場中央卸売市場食肉市場

（港区港南2−7−19センタービル6階）
問同市場☎5479−0651
人権啓発課☎3763−5391

第62回品川区民スポーツ大会
●水泳大会（夏季）
日8月26日㈰午前9時から
場日野学園温水プール（東五反田2−11−1）
人小学生以上
￥500円、高校生以下300円
申8月8日㈬までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（7月17日㈫を除く）

対象・種目 自由形 平泳ぎ 背泳 バタ
フライ リレー

一般男子

50
50 50

50
−

一般女子
（高校生以上） 200

壮年男子
（35歳以上） − −

壮年女子
（30歳以上） 25 − −

高校男子 100 100 100 50 400
中学

男・女

50
50 50 50

200小学5・6年
男・女

小学3・4年
男・女

小学1・2年
男・女 25 100

※1人2種目まで出場可（リレーを除く）。

（単位＝ｍ）

●軟式野球大会（秋季）
日8月26日～11月25日の日曜日、祝日
場天王洲公園野球場（東品川2−6）他
人10人以上の256チーム（抽選）
※区外在住者2人以内と女子も可。
※全日制学生で組織されたチームや日本
社会人野球連盟登録者、品川区軟式野球
連盟Ⅰ部登録者は除く。
￥1チーム3,000円
申込書配布場所／総合体育館、戸越体育
館、文化スポーツ振興課、地域センター、
文化センター
申7月20日㈮（必着）までに、申込書と
返信用はがきをスポーツ協会へ郵送か持
参（7月17日㈫を除く）
※代表者会議は、8月10日㈮午後6時30分
から荏原文化センター（中延1−9−15）。
●サッカー大会（秋季）
日9月2日～11月25日の日曜日、祝日
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4−1）他
人中学生の部、一般の部（高校生含む）
計41チーム（抽選）
※中学生の部16チームを優先。
※春季大会一般の部、出場チームの選手
を除く。
￥1チーム3,000円、中学生1,500円
申8月3日㈮（必着）までに、往復はがき
に「サッカー」とし、チーム名、代表者の
住所・氏名・電話番号をスポーツ協会へ
※代表者会議は、8月17日㈮午後6時30分
から総合体育館。
───────共　　通───────
問スポーツ協会

シルバーピンポン教室
日7月20日～8月17日の月・金曜日
午前9時30分～11時30分（全8回）
※8月13日を除く。
人60歳以上の方30人（抽選）
￥2,500円（ボール代・保険料込）
場 申7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、経
験の有無を戸越体育館へ

スクーバダイビング教室
内容 日程 場所

① 学科
講習

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 9/8㈯・9㈰

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7月17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

総合体育館トレーニング室
海の日　特別プログラム

時間 種目
10:00～11:00 ボディパンプ
11:30～12:30 ボディコンバット
13:00～14:00 ボディヒーリング
14:30～15:30 初心者姿勢調整運動教室

日7月16日㈷
人16歳以上の方各20人（先着）
￥各400円
場参当日、運動のできる服装で、上履き、
タオル、飲み物を持って同館へ

シュノーケリング教室
イルカと遊ぼう
日8月2日㈭（総合体育館午前6時45分集
合・午後8時30分解散）
場伊東市内・伊東漁港（静岡県）
人小学生以上の方10人（抽選）
※最少催行人数は5人。
￥16,000円（往復交通費・昼食代・器材
レンタル代などを含む）
申7月20日㈮までに、往復はがきかFAXで
教室名、住所、氏名、年齢、電話・FAX番
号、Eメールアドレスをスポーツ協会へ

●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）
7/1情報館 キッズクラブ、健康ひろばは2ページです

スポーツ

（セ）＝センター　（体）＝体育館（集）＝区民集会所　（入）＝入会金

イベント
●脳を鍛える！大人の英語体験会
7月9日㈪・23日㈪・30日㈪午前
10時～11時30分。中小企業（セ）。
各10人先着。各1,000円。電話で
金子☎090−5199−3869へ
●品川区民夏のアンサンブルコン
サート　弦・木管・金管・打楽器
による演奏。7月28日㈯午後1時～
4時。当日、五反田文化（セ）へ。未
就学児入場可。午後5時より☎070
−5461−3216品川区民管弦楽団・
佐々木

●港特別支援学校「みなと夏ま
つり」　模擬店・アトラクションな
ど。7月14日㈯午後3時30分～6時
30分。当日、同校（港区港南3−9
−45☎3471−1100）へ

サークルなど
●平塚体操クラブ（トリム）　㈬午後
7時。荏原平塚学園。2カ月1,500円。

（入）500円。☎3781−3103香
こうたき

焼
●あじさい（カラオケ）　60歳以
上。㈫午前9時30分。東品川シル
バー（セ）。2カ月1,000円。（入）1,000
円。☎090−4002−6910住吉

●小山台健康クラブ（トリム）　㈬
午後7時。小山台小。月1,000円。（入）
500円。☎3712−5644秋田
●着物のつどい　第1・3㈮茶道と
着付け。午前10時。五反田文化（セ）。
2回4,000円。☎3450−6327関本
●ひまわりサークル（ちぎり絵）　
60歳以上。第2・4㈫午後1時30
分。北品川シルバー（セ）。月3,000円。
☎3781−3593関口
●ウクレレABC　初心者歓迎。60
歳以上。㈬午後1時30分。西五反田
シルバー（セ）。月3,500円。（入）1,000
円。☎3492−5860亀山

●五反田吟詠会　第1～3㈯午後6
時。五反田文化（セ）。月2,600円。
☎3493−8241平林
●あすなろ（ペン習字）　第1・3
㈭午後6時30分。荏原文化（セ）。月
2,500円。（入）1,000円。☎3782−
0521山岸
●男の料理OB会　第3㈰午前9時。
きゅりあん。月2,000円。（入）5,000
円。☎3445−8795小島
●大正琴を楽しむ会　楽器の無料
貸し出し有り。第1・3㈭午後1時30
分。荏原文化（セ）。月3,300円。☎
090−9371−7300小宮

●大崎ソフトバレーボールクラブ
㈯午後7時。大崎中。月500円。☎
3785−7263吉野
●カラオケ健康法レッスン会　月
2回㈮午後1時。観音寺会館（大崎
3）。1回1,000円。 ☎090−1858−
0904浅田
●品川コトバの会（表現よみと文
章の書き方）　第2㈪午後7時。きゅ
りあん。月1,000円。☎3700−2280
大倉
●ヨガ　初・中級向けハタヨガ。月2
回㈰午後2時。五反田文化（セ）。1回
500円。☎090−5537−8574松田

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。

お知らせ

犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ
全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生への理
解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする運動です。
●街頭広報活動
日7月2日㈪午後3時～5時
場五反田・大崎・大井町・西大井駅（JR線）、武蔵小山駅（東急線）
立会川・青物横丁駅（京急線）、八潮パークタウン
●中央大会（区民愛のつどい）
日7月27日㈮午後1時30分～3時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内活動報告、青少年善行・特別表彰、体験報告、記念演奏　など

問地域活動課☎5742－6687

第62回　品川区社会を明るくする運動

7月1日～31日
（強調月間） 仕様（サイズ＝幅192mm×高さ116mm×奥行き70mm、重さ800g）

品川区防災行政無線・AM・FM放送の受信、交流電源・乾電池・蓄電池使用、LEDラ
ンプ、手動式発電、携帯電話の充電
あっせん価格
一般4,000円、高齢者（65歳以上）・障害者・低所得者の各世帯2,000円
※1世帯で複数台購入する場合は、2台目以降は8,000円となります。
申郵送かFAXで住所、氏名、年齢、一般・高齢者・障害者・低所得者の区分、購入数、
障害者世帯の場合は障害者手帳の写し、低所得者世帯の場合は世帯主の非課税証明書
の写しを防災課（〠140－8715品川区役所☎5742－6695 Fax3777－1181）へ
※電波の状況により、ノイズや雑音の混入や、本体のみで受信できない場合があります。
※配送時に負担額を現金でお支払いください。
※毎日午後5時のチャイムなど、防災行政無線使用時は放送を受信します。

防災ラジオの購入をあっせんします
受付開始／7月2日㈪　※配送は10月中旬以降になります。
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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

シルバー人材センター
包丁研ぎ講習会
日7月24日㈫午前10時～午後0時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5−9−11）
人区内在住で、60歳以上の健康な方5人

（抽選）
￥600円（保険料）
申7月5日㈭までに、電話で同センター
東大井支所☎3450−0713へ

産業技術高等専門学校
オープンカレッジ
①近代櫓

ろ

（パワーフィン）を作ってボー
トを走らせ京浜運河を探索しよう
日8月11日㈯・12日㈰
午前9時～午後4時（全2回）
②科学と論理の散歩道
日8月11日㈯・12日㈰
午後2時～4時（全2回）
内相対性理論などの著名な理論を、難し
い数式を用いずに分かりやすく解説
───────共　　通───────
人中学生以上の方①10人 ②40人（抽選）
￥①9,400円（材料費・保険料込）
②1,100円
場 申7月26日㈭（消印有効）までに、は
がきかFAX、Eメールで講座名、番号、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電
話番号を同校（〠140−0011東大井1−
10−40 Fax3471−6338 office@s.
metro-cit.ac.jp）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

消費生活教室～夏の特別企画
日7月19日㈭午後0時30分～1時30分
場第二庁舎3階ロビー
内落語・漫才・コントで楽しく学ぶ悪質
商法の手口と対処法
人80人（先着）
申電話で消費者センター☎5718−7181へ

東品川文化センター利用者協議会
「初級社交ダンス教室」

日7月21日～9月8日の土曜日
午前10時～正午（全6回）
人30人（抽選）
￥1,000円（教材費）
場申7月9日㈪までに、往復はがきで住所、
氏名、電話番号を同センター（〠140−
0002東品川3−32−10☎3472−2941）へ

大崎高校公開講座
①教養としての仏教
日8月17日㈮・21日㈫・24日㈮・28日㈫・
31日㈮午後6時30分～8時30分（全5回）
②数学の楽しみ
日8月20日㈪・22日㈬・27日㈪・29日㈬・
31日㈮午後6時～8時（全5回）
───────共　　通───────
人全回参加できる18歳以上の方
①60人 ②30人（抽選）
￥各1,000円
場申7月20日㈮（消印有効）までに、往復は
がきで番号（講座名）、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を同校（〠142−
0042豊町2−1−7☎3786−3355）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

障害者カルチャー教室
①指1本でも描けるパステルシャインアート
日7月10日㈫・24日㈫、8月14日㈫・
28日㈫（全4回）
②絵手紙教室
日9月11日 ㈫・25日 ㈫、10月9日 ㈫・
23日㈫（全4回）
───────共　　通───────
※時間はいずれも午後1時30分～3時30分。
人区内在住で65歳未満の身体障害者手帳
か愛の手帳をお持ちの方各15人
場 申①は7月8日㈰、②は9月4日㈫まで
に、電話かFAXで番号、住所、氏名、年
齢、連絡先、障害の程度を心身障害者福
祉会館（旗の台5−2−2☎5750−4996 
Fax3782−3830）へ
※手話通訳、要約筆記が必要な方はご連
絡ください。

知って役立つ図書館講座
「トラブル急増中インターネット通販」
最新の悪質商法の巧妙な手口について学
び、安心な暮らしに役立てましょう。
日7月21日㈯午後2時～4時
人30人（先着）
場申電話で、品川図書館（北品川2−32
−3☎3471−4667）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

品川区国際友好協会の教室
①日本語教室
日9月25日～11月29日の火・木曜日

（全20回）
午前の部＝午前10時～正午
午後の部＝午後1時30分～3時30分
夜間の部＝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）
＝午前の部・午後の部・夜間の部
パート2（日本語を勉強したことがあり、
ひらがな・カタカナの読み書きができる方）
＝午後の部・夜間の部
パート3（日常会話のできる方）＝午後の
部・夜間の部
人区内在住か在勤の外国人の方各18人

（支払い順）
￥各7,000円（テキスト代込）
②生け花教室
日9月14日～12月7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
───────共　　通───────
場申②は8月16日㈭（必着）までに、ホー
ムページの申込フォームかはがき、FAX
で、教室名（①はクラスと部も）、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品川区役所第三庁舎
4階 ☎5742−6517 Fax5742−6518 HP
www.sifa.or.jp/）へ
※申し込みは1人1通。

中小企業パソコン教室受講者募集

No. 講習内容 日程 費用
（テキスト代）

1 アクセス
初級

8月18日㈯
9:30～16:30 1,995円

2 アクセス
中級

7月25日㈬・26日㈭
18:00～21:00

（全2回）
2,205円

3
イラスト
レーター
初級

8月11日㈯・12日㈰
9:30～16:30

（全2回）
1,974円

場中小企業センター（西品川1−28−3）
人区内中小企業在勤者・事業主各20人（先着）
申電話で、ものづくり・経営支援課経営
支援係☎5498−6334へ

ウェルカムセンター原交流施設
フラダンス初心者教室
日8月9日～10月18日の木曜日
※8月16日を除く。
午前10時30分～正午（全10回）
人20人（抽選）
￥5,000円（保険料込）
場 申7月13日㈮（必着）までに、往復は
がきで教室名、住所、氏名、年齢、電話
番号を同施設（〠140−0015西大井2−5
−21）へ
問大井第三地域センター☎3773−2000

メイプルカルチャー講座
①好きな画材で描く～人物画入門
日7月19日㈭、8月30日㈭、9月20日㈭
午後1時～4時（全3回）
人15人（先着）
￥5,400円（モデル代別）
②動作で覚える日常英会話＜入門＞
日7月23日～9月24日の月曜日
午後3時30分～5時（全8回）
※全9回のうち2回目からの途中入会、
7月9日㈪の体験受講（500円）が必要。
人10人（先着）
￥17,600円
───────共　　通───────
場 申電話でメイプルセンター（西大井駅
前☎3774−5050）へ

講座・講演

O美術館　7月の催し
●6日㈮～12日㈭／第15回景展（油彩、
日本画、水彩、水墨）　●14日㈯～18日㈬
／第41回龍峡書道会小品展　●20日㈮
～25日㈬／醒墨会展［第16回］（水墨、彩
墨、書道、てん刻）　●27日㈮～8月1日
㈬／ Cosmic FusionⅢ　（油彩、水彩、切
り絵、立体、写真）
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　7月の催し
●4日㈬～9日㈪／第11回二欣会展（油
彩、水彩、パステル、日本画）
●18日㈬～23日㈪／第15回水楓会水
彩展
●25日㈬～30日㈪／五輪と友好の似顔
絵展（日本画、アクリル、水彩、色鉛筆、
パステル）
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）

品川納涼祭
日7月28日㈯・29日㈰午後3時～8時30分
内盆踊り、模擬店、地方物産、能登キリ
コ展示
場参当日、西大井広場公園（西大井駅
前）へ
問二葉中央商店会・梅田☎3781−4395

芝浦サマーフェスタ2012
日7月27日㈮午前9時～午後2時
内下水道の仕組みが分かるコーナー、お
楽しみ・プレゼントコーナーなど

場参当日、芝浦水再生センター（港区港
南1−2−28☎3472−6411）へ

東芝病院市民公開講座
日7月21日㈯午後1時～3時
内「水虫」と「胃がん」の話
人90人（先着）
場参当日、直接同病院（東大井6−3−22
☎3764−0511）へ

文化・イベント情報★★

カビやダニが増える季節になりました。カビやダニが多いと、アレルギー症
状の原因になる、ダニに刺されるなどの健康被害につながることがあります。
日頃から、部屋の換気と丁寧な掃除で、カビやダニの発生を予防しましょう。

①換気
換気は、離れた窓を2カ所あけると効果的です。通気口は一年中
開け、換気扇をうまく使うこともおすすめですが、雨が降ってい
る日は、屋外の湿度が高いので、換気扇を使用するのは逆効果で
す。炊事や入浴後には、必ず換気をし、24時間換気は止めないよ
うにしましょう。
②掃除
掃除機がけは、ダニのえさになるフケや食べこぼしなどを取り除く
ほか、ほこりの中のダニやアレルギー症の原因になるダニのふんや
死がいも取り除くことができます。丁寧な掃除をこまめに行うこと
で、カビが壁などに入り込むことや成長も抑えることができます。

①カビ
畳やビニールクロスにカビが生えた場合
は、初期なら中性洗剤を含ませ、きつく絞っ
た布で汚れを除いたあと、消毒用アルコー
ルを噴きかけ、風をあて乾燥させます。
②ダニ
ダニの被害が発生し、換気と丁寧な掃除
機がけで対処できない場合は、畳や布団
の中心温度を70℃以上で乾燥するとダニ
は死滅します。専門業者に依頼しましょう。

問生活衛生課環境衛生担当☎5742－9138
換気と掃除で予防 発生したときの対処法

二葉図書館

品川区役所

しながわ
中央公園

タコ公園

交番

大井町線

下神明駅

現在地
8月31日㈮まで

★

★移転先
9月3日㈪から

至大井町

荏原第五地域センター・
区民集会所は9月3日㈪に
移転します
移転に伴い、集会室の広さや料金が変わりま
す。集会室を予約する際にはご注意ください。
移転先所在地／二葉1－1－2
問荏原第五地域センター☎3785－2000
※電話番号は変わりません。

カビやダニに
ご注意を
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広　報  
・世帯……………… 195,411
・外国人登録者数……11,140

　人口と世帯（平成21年2月現在）

・住民登録者数……355,572
・男…………………174,507
・女…………………181,065

　人口と世帯（平成24年6月現在）
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古紙配合率70％再生紙を使用しています

7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
中延ミツバチプロジェクト

区
か
ら
の
お
知
ら
せ

日 トビーが行く！  
西小山ミステリーツアー

月 しながわのチ・カ・ラ
ファインダーが見つめる品川 PART2

火 品川歴史探訪　品川用水

水 しながわのチ・カ・ラ
品川湊物語

三之助　とっておきの品川
品川の伝統工芸　其の参

木 平成23年度　品川区この一年 品川の昔ばなし
寛政の鯨

金 復活！しながわ探検隊 三之助　とっておきの品川
北品川の仲間たち

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

品川区は「輝く笑顔　住み
続けたいまち　しながわ」
をテーマに様々な施策を
行っています。平成23年度
の1年を振り返ります。

平成23年度
品川区この一年

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
●��防災ラジオ購入あっせん受付開始
●��品川納涼祭
●��生け花教室参加者募集
� 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

● 青少年スポーツ交流事業
● 後期高齢者医療制度
● 粗大ごみの出し方

次号予告　7月11日号

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24回

吉川　英治 その1
7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7月13日㈮・14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・観光課観光担当☎5498−6350 

昭和34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
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容
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7月9日から外国人住民の登録制度が変わります
　出入国管理及び難民認定法などの日本に滞在する外国人に関する法律や住民基本台帳法の一部を改正
する法律が7月9日に施行され、外国人住民の登録制度が変わります。
　現在の外国人登録制度は廃止となり、外国人住民も日本人と同じ住民基本台帳に登録され、様々な手
続きや届け出の方法が変わります。
問い合わせ 戸籍住民課外国人住民記録担当（本庁舎3階☎5742－6658）

外国人住民も住民基本台帳法の適用対象に加えられることになり、日本人と同じ
ように住民票が作られます。

これまでの「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者には「在留カード」が、
特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。　
申請場所／特別永住者の方＝区役所外国人住民記録担当
　　　　　特別永住者以外の方＝入国管理局
◇今お持ちの「外国人登録証明書」は、下記の期間は「在留カード」「特別永住者
証明書」に代わって使用できます。特別永住者および永住者以外の方は、7月9日
以降に在留資格の変更や在留期間の更新などの許可を受けたとき、「在留カード」
が交付されます。

外国人登録証明書の使用期限

新たに転出届が必要になります
転出する区市町村に転出届を提出して転出証明書の交付を受けた後、新し
い住所の区市町村に転出証明書を添えて転入届を提出します。国外に転出
する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出の届け出が必要
です。
※届け出には、住所を異動する方全員の在留カード・特別永住者証明書が
必要です。

地域センターでも届け出を受け付けます
住所異動などの届け出は一部の地域センターでもできるようになります。
◦品川第一地域センター	 ◦大崎第一地域センター
◦大井第一地域センター	 ◦荏原第一地域センター
◦荏原第四地域センター	 ◦八潮地域センター

在留資格などの変更の届け出
入国管理局でのみ手続きを行い、区役所への届け出は不要となります。
※特別永住者の方は、今まで通り区役所で届け出を受け付けます。

対象者 16歳以上の方 16歳未満の方

特別永住者

●①②のいずれか遅い日
①27年7月8日
② 外国人登録証明書の「次回確認（切替）

申請期間」の初日

16歳の誕生日

永住者　 27年7月8日
●①②のいずれか早い日
①27年7月8日
②16歳の誕生日

上記以外の
在留資格の方 在留期間の満了日

●①②のいずれか早い日
①在留期間の満了日
②16歳の誕生日

外国人住民の方にも住民票が作られます 区役所や入国管理局への届け出方法が変わります

◦	7月9日以降、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行されなくなります。
◦	7月8日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など現
行の外国人登録に係る開示請求については、直接法務省に行うことにな
ります。

【開示請求の窓口】
法務省秘書課個人情報保護係☎3580−4111（内線2034）

外国人登録法が廃止されます
「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます

対象になる方

・中長期在留者（適法な在留資格を有し、在留期間が3カ月を超える方）
・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

対象にならない方
・在留期間が3カ月以下
・在留資格なし

◦ 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・更新がある場合は、7
月6日までに区役所で手続きが必要です。

◦ 住民票の対象にならない方は、7月9日以降、印鑑登録の資格がありません。
現在印鑑登録をしている場合は、登録が抹消されます。

ご 注意くだ さ い

制度や手続きについて知りたい方へ
総務省ホームページ（日本語、英語、韓国語）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_
gyousei/c-gyousei/zairyu.html
入国管理局ホームページ（日本語、英語、
中国語、韓国語など26言語）
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
index.html
入国管理局ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/
index.html

住民票に関すること

特別永住者制度に
関すること

在留管理制度や
在留カードに
関すること


