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しながわ中央公園

中庭  模擬店
1階ロビー  障害者団体・福祉施設出店（ク
イックマッサージ、パン・クッキー販売、作
業所授産品販売、コーヒーコーナー　他）
2階  バザー（民生委員協議会・ボラ

ンティア団体・福祉施設　他）
3階  

●ステージ（福祉施設・団体の発表）
●いやし系アザラシ型ロボット「パロ」実演
●ほっとサロン展示
●東日本大震災被災地復興支援物産販売・区
内避難者交流コーナー
スポーツ室 アトラクション、ゲーム

みんな集まれみんな集まれ
ふくしまつりふくしまつり
2012開催2012開催

日時 9月22日㈷9月22日㈷
午前10時～午後3時午前10時～午後3時

会場

問い
合わせ

中小企業センター（西品川1－28－3）
しながわ中央公園（区役所前）

障害者福祉課障害者福祉係
☎5742－6707・Fax3775－2000

　社会福祉協議会・障害者団体・
民生委員協議会・ボランティア
団体・区内福祉施設など、福祉
関係者が一堂に集まり、区民の
皆さんと一緒に楽しみながら、
ふれあいと交流を図る“まつり”
を開催します。
　模擬店、バザー、福祉施設
などの手作り作品販売、ステー
ジイベント、アトラクション。
今年も盛りだくさんの内容でお
待ちしています。ぜひご来場く
ださい。

しながわ中央公園しながわ中央公園
グラウンドグラウンド
ロードトレイン（ミニSL）
ふわふわ空気ドーム  他

中小企業センター中小企業センター

大規模災害や武力攻撃事態が発生した際に、国
（消防庁）が緊急情報を伝達するJ－ALERTシ
ステムの全国一斉自動放送試験が実施されま
す。これに伴い、区内の防災行政無線スピーカー
から試験放送が流れます。

日9月12日㈬
①午前10時頃 ②午前10時30分頃
放送内容／「これは試験放送です」（3回繰り返
し）－「こちらは品川区役所です」－チャイム
問防災課計画係☎5742－6695

高齢者被害特別相談

悪質商法などで悩んでいませんか？
一人で悩まず消費生活相談員にご相談ください。
日9月12日㈬・13日㈭・14日㈮午前9時～午後4時
場問消費者センター（大井1－14－1☎5718－7182）
※来所・電話での相談ができます。

対象／40～74歳の品川区国民健康保険加入者
受診方法／5月に送付した受診券・問診票と保険証を持って区内契約医療機関へ
※受診券は再発行できます。
※国保基本健診は無料で受診できます。　
※土曜午後・日曜午前も受診できます。
※受診した方に協賛商品が当たるキャンペーン実施中です。

忘れていませんか？国保基本健診 問国保医療年金課保健指導係
☎5742－6902
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当日、会場へ
お越しください。
＜入場無料＞

団体・サークルの活動の発表をご覧になりま
せんか。
問い合わせ／／文化スポーツ振興課文化振興係
☎5742－6836

ライブサーカス
区民の方による手づくりコンサートです。太鼓、バンド、
ハワイアンなど様々なグループが参加します。
日時  9月15日㈯午後2時から
場所  六行会ホール（北品川2－32－3）
出演  11団体

芸能花舞台
長唄や地唄に合わせて舞う「日本舞踊」や現代の歌謡曲に合わせて舞う
「新舞踊」などの舞台です。
日時  9月30日㈰午後1時30分から
場所  きゅりあん大ホール（大井町駅前） 出演  17団体・4個人

ダンスフェスティバル
高校生以上のモダンダンス、フラダンス、ジャズダン
スなどのダンスチームの発表です。
日時  10月7日㈰午後1時30分から
場所  きゅりあん大ホール
出演  16団体

心あったかコンサート
クラシック、歌唱、吹奏楽など、秋風
に乗せてすてきな音楽をお届けするア
マチュアコンサートです。
日時  10月14日㈰午後1時30分から
場所  きゅりあん大ホール
出演  12団体

邦楽の調べ
筝
そ う

曲・三味線・唄など、日本の伝統音楽をこよなく
愛する区民の方が日頃の活動成果を披露します。
日時  11月4日㈰午後1時30分から
場所  きゅりあん小ホール
出演  12団体

子どもフェスティバル
中学生以下の子どもたちによるダンスの
ステージです。大きな拍手とエールをお
願いします。
日時  11月25日㈰午後1時30分から
場所  きゅりあん大ホール
出演  13団体

日本のジャズシーンを代表し、世界に
誇るトップ・ジャズメンの率いるバン
ドが、最高のプレイを繰り広げるジャ
ズファン待望のステージです。ぜひお
楽しみください。
日時  9月16日㈰午後6時開演

（午後5時30分開場）

出演  渡辺香津美トリオ、森山威男
クインテット、市川秀男トリオ＋1
入場料  4,000円（全席指定）　
※当日券あり。　
※電話受付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。
場所  問い合わせ  きゅりあん

（大井町駅前☎5479－4140）

当日 会場へ

芸芸術術のの秋秋ををおお楽楽ししみみくくだだささいい
品川区民芸術祭2012

コンサート
チケット
発 売 中！

品川区民
芸術祭
2012 日時／12月15日㈯午後3時開演

（午後2時30分開場）
出演／高嶋ちさ子（バイオリン）、
桑山哲也（ボタンアコーディオン）　他

入場料／3,000円（全席指定）
託児／2歳～就学前のお子さん10人（先着）
※おやつ代など300円。

発売開始／9月29日㈯ 午前9時から＝きゅりあん、メイプ
ルセンター、午前10時から＝Ｏ美術館、しながわ観光協会
※電話予約は午前10時からきゅりあんへ。　※発売初日は、1人4枚
までです。　※電話予約では座席の選択はできません。　※就学前の
お子さんの入場はご遠慮ください。
場所・問い合わせ／きゅりあん（大井町駅前☎5479－4140）

品川区民憲章制定30周年記念コンサート

ちさ子の部屋ちさ子の部屋

ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（8月29日現在）210,531,714円

8月29日現在、204,029,205円を岩手県宮古市（93,000,000円）・福島
県富岡町（93,000,000円）・宮城県（10,500,000円）・日本赤十字社
（7,529,205円）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

※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／／25年3月31日㈰まで延長しました
宮古市・富岡町への義援金の受付

受付期間／25年3月31日㈰まで
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

第3回アーリーオータムジャズin品川
渡辺香津美 森山威男 市川秀男
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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

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

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9月24日㈪14:00～15:30
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/

●昼食準備
利用者の昼食の盛り付け、片付け
（皿洗い）をします。
日水・木曜日①11:30～13:30
②11:30～15:30（昼食付き）
場月見橋の家（南大井5）
●書道の指導
利用者に書道を教えます。
日週1回から（月・水曜日）
13:20～14:30
場デイサービスセンタードゥライ
フ品川（南品川5）
●植物の水やり
施設周辺の植物の水やりをします。
日週1回から（土・日曜日）
7:00～8:00
場品川総合福祉センター（八潮5）

●昼食・夕食の配膳・下膳
昼食・夕食の配膳、下膳、食事の
見守り、コップ洗いなどをします。
日週1回から
11:30～12:30か17:30～19:00
場戸越台特別養護老人ホーム
（戸越1）
●トランポリン教室ボランティア
知的障害児対象のトランポリン教
室運営の手伝いをします。
日月2回（土曜日）13:00～16:00
場品川特別支援学校（南品川6）
●定例会の手伝い
高次脳機能障害のある方への、お茶
出し、ゲームの手伝いなどをします。
日月1回（日曜日）13:30～15:30
場心身障害者福祉会館（旗の台5）

ポ ポ

暮らしの中でのちょっとした心づかいがボランティアの始まりです。
できることから始めてみませんか。

ポ

ポ

　　　　飼い主は、動物を飼育するうえで、習性や生理をよく理解し、愛
情をもって終生飼育する責任があります。日頃から動物の健康管理に気を
配り、犬には狂犬病の予防注射を必ず受けさせましょう。

　　　　「手術はかわいそう」と
思う方もいますが、繁殖を望ま
ない場合は実施しましょう。不
妊・去勢手術をすると性質がお
となしくなり、扱いやすくなる
などのメリットがあるほか、生
殖器系の病気の予防にもなりま
す。

　　　　現在の交通事情や住宅事情を考えると、都会で猫を飼う場合は、
屋内で飼育することが望ましいといえます。
上下運動ができるよう家具の上などにも上
がれる工夫をし、専用のトイレ、つめとぎな
どを用意することや、不妊・去勢手術を実施
することが屋内飼育を成功させるこつです。

　　　　犬の散歩をするときは、犬を
リードできちんとつなぎましょう。散歩
中にオシッコをしてしまったらすぐに
水で流し、フンは家まで持ち帰ることが
飼い主の責任です。みんなが気持ちよく
暮らせるよう、ルールを守って散歩させ
ましょう。

　　　　迷子になり飼い主のもとに戻ることができない動物は少なくあり
ません。飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子になった動物の発見を容
易にするためにも、犬には鑑札を着け、猫やそのほかの動物には名札など
をつけましょう。

　　　　災害が発生した場合、まずは人命第一です。飼い主が無事でなけ
れば動物は災害を乗り切れません。避難することになったときは、事情の
許す限り動物を同行して避難してください。普段から人やほかの動物をこ
わがらない、嫌がらずにケージに入る、トイレは決められたところでする、
などのしつけをしておきましょう。動物のために防災用品（3日分以上の
食事と水など）も用意を。

動物ふれあいフェスティバル
日時／／9月15日㈯午前11時～午後4時
内容／／動物愛護セレモニー、パネル展など
会場・参加方法／／当日、隅田公園（台東区）へ

日時／／9月29日㈯午後1時～4時30分
場所／／東京国立博物館平成館（台東区上野公園）　対象／／390人（先着）
申し込み／／9月28日㈮正午までに、電話で日本動物福祉協会へ

問い合わせ／日本動物福祉協会☎5740－8856

見つめ直して、人と動物の絆
きずな

動物は責任と愛情をもって
最期まで飼いましょう

9月20日～26日は   動

物愛
護週間で

す

この機会に、私たちが飼っている動物、身近にいる動物たちについて、
もう一度考えてみましょう。
問い合わせ／／生活衛生課庶務係☎5742－9132

動 犬

不

災

身

物は正しく終生飼育 の散歩はルールを守って

妊・去勢手術

害に備えて

元の表示

猫の飼育は屋内で

動物愛護シンポジウム人も動物も幸せに暮らせる社会に向かって



●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4～7ページです
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認知症を予防します！「いきいき脳の健康教室」

日11月～25年3月　※Ａは10月から。
￥表の費用のほか年間登録費1人1,500円（保険料込）
主催／品川区水泳連盟

申申込締切日までに、往復はがきで教室名、コース、
住所、氏名、年齢、性別、学校名、学年、電話番号、
泳力（クロールで何ｍ）をスポーツ協会へ

日10月7日㈰午後2時～4時
講師／中村恵美（学研科学インストラクター）
人小学生20人（抽選）　※小学3年生以下は保護者同伴。
持ち物／制作物を持ち帰る袋
場申9月24日㈪（必着）までに、往復はがきで講座名、
住所、氏名、学年、電話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☎5742－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

言葉や身体を使って、親子でコミュニケーションを
楽しんでみませんか。
番号 日程 テーマ

1 10/21㈰
10:00～12:00

「おもしろい！」からはじめよう！～コミュ
ニケーションの面白さをゲームで体感

2 10/21㈰
13:30～15:30

自己表現とコミュニケーション～話して聞い
て、教えて知って…心を通わすワークショップ

3 10/28㈰
10:00～12:00

心と体のワクワクワーク～キモチをほぐ
すワークや、体を動かすゲーム

4 10/28㈰
13:30～15:30

イメージ＆アクション（劇創り）～みんなの
「おもしろい！」を詰め込んで、劇創りに挑戦！

場荏原文化センター（中延1－9－15）
講師／島崎敦毅（表現集団ＡＴＰ主宰）
人小学生の親子各15組（抽選）　※友人同士、兄姉
との申し込みは、事前にご相談ください。
￥1組500円程度（保険料込）
※事前に青少年育成課（本庁舎7階）へ支払い。
申10月1日㈪（必着）までに、往復はがきに「コミュ
ニケーション」とし、番号（複数可）、住所、親子
の氏名（ふりがな）、電話番号、お子さんの学校名・
学年・性別を青少年育成課青少年育成係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6692）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

日10月19日～25年3月（全20回）
内簡単な読み・書き・計算
※自宅での毎日10分程度の学習もあり。
人区内在住で1人でも教室へ通え、10月
16日㈫の説明会に出席できる65歳以上の方
各20人程度（抽選）
￥13,000円

申10月1日㈪までの午前10時～午後5時に、本人が電話でくもん学習療法センター☎3234－
4750へ
問高齢者いきがい課☎5742－6733

（4）

教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 費用 会場 定員
（抽選）

申込
締切日

休日
児童

Ａ

5歳～中学生

第2・4日
※3月は第3日

9:30～11:00

11 1回500円
（初回のみ帽子
代450円）

荏原文化センター
（中延1－9－15） 各

30人

9/26
㈬

Ｂ 第1・3・5日 10 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

ＳＡ 第2・4日 9 4,500円 品川学園温水プール
（北品川3－9－30） 各

20人
ＹＡ 小・中学生 第1・3・5日 10 5,000円 八潮学園温水プール

（八潮5－11－2）

休日
親子

ＥＶ 4歳～小学3年生
と保護者（2人1組）

第2・4日
※3月は第3日 11:30～13:00

9 1組9,900円 荏原文化センター 15組

ＹＶ 第1・3・5日 10 1組11,000円 八潮学園温水プール 20組

平日
児童

Ｄ2 5歳～小学2年生
火・木

16:00～17:00 各
41 各18,450円

日野学園温水プール 各
20人

9/20
㈭

Ｄ3 小学1～3年生 17:00～18:00
Ｇ4 小学3年～　　

　　　中学生
火

18:00～19:00
20 9,000円

Ｈ4 木 21 9,450円
ＩＣ2 5歳～小学2年生

水

15:30～16:30

各
19 各8,550円

伊藤学園温水プール
（大井5－1－37）

各
10人

ＩＣ3 小学1～3年生 16:30～17:30

ＩＣ4 小学3年～　　
　　　中学生 17:30～18:30

ＳＣ2 5歳～小学2年生 16:00～17:00

品川学園温水プール 各
20人

ＳＣ3 小学1～3年生 17:00～18:00

ＳＣ4 小学3年～　　
　　　中学生 18:00～19:00

土曜日
児童

ＴＴ
5歳～小学生

第2・4土
9:30～11:00

各
10

各5,000円
戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23） 各

30人
9/26
㈬

ＩＴ
伊藤学園温水プール

土曜日
親子

ＩＶ 4歳～小学2年生
と保護者（2人1組）

11:30～13:00 1組11,000円
20組

ＴＶ 4歳～未就学児
と保護者（2人1組） 第1・3・5土 戸越台中学校温水プール 40組

コミュニケーションって、なんだろう？

環境学習講座「望遠鏡を組み立てて自然観察をしよう」

会場 曜日
荏原いきいき倶楽部（荏原6－2－8） 火
いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11） 火
品川第二区民集会所（南品川5－3－20） 木
ゆたかシルバーセンター（豊町3－2－15） 木
山中いきいき広場（大井3－7－19） 金
こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11） 金
※時間は午前9時30分～11時30分。

日9月26日㈬午前11時30分～午後2時
場きゅりあん（大井町駅前）
内萩ごはん、秋鮭の香味漬け、なすとじゃこの田舎煮、
黄菊のすまし汁、豆腐白玉の小豆あん添え
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台ふきん各1枚
人70歳以上の方30人（先着）　 ￥800円
運営／品川栄養士会
申9月21日㈮までに、電話で健康課健康づくり係
☎5742－6746へ

70歳からの簡単料理教室「秋の食材を
使ったカラダにうれしい料理」

こんなときには国民健康保険の
届け出をお忘れなく
国民健康保険に入るときややめるとき、保険証の
記載内容に変更があるときは14日以内に届け出
が必要です。

問国保医療年金課資格係☎5742－6676
届け出先／
　国保医療年金課（本庁舎4階）
　品川第一地域センター（北品川3－11－16）
　大崎第一地域センター（西五反田3－6－3）
　大井第一地域センター（南大井1－12－6）
　荏原第一地域センター（小山3－22－3）
　荏原第四地域センター（中延5－3－12）
　八 潮 地 域センター（八潮5－10－27）

こんなときには 届け出に必要なもの
は
い
る
と
き

品川区に転入したとき （転出証明書）
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき 親の保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

や
め
る
と
き

品川区を転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 保険証、職場の健康保険証

亡くなったとき
保険証　※葬祭費の申請は、国保医療年金課
のみで受け付け。喪主の金融機関の預金通帳、
印鑑、会葬はがきか葬儀社の領収書を持参

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書

そ
の
他

区内で転居、氏名変更したとき
保険証

世帯主が変更、世帯が合併・分離したとき
保険証をなくしたとき・破れたとき 本人確認できるもの

◉保険証の交付をお急ぎの方は、「本人確認できるもの」（運転免許証・パスポート・写
真付き住民基本台帳カードのうち１点、もしくは郵便物・診察券・預金通帳 ･年金手帳 ･
公共料金の領収証のうち 3点）が必要です。　◉世帯主が変わった場合は、世帯全員の
保険証を持参してください。　◉外国人の方が加入する場合には、在留資格 ･在留期間
に一定の要件があります。詳しくはお問い合わせください。　◉職場の健康保険に加入
したときは、忘れずに脱退の届け出をしてください。　◉退職を予定している方は、健
康保険任意継続の制度もあります。詳しくは勤務先の担当者におたずねください。



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 

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

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 ●品川消防署　☎3474－0119
●救急相談センター　　　　　　☎＃7119 ●大井消防署　☎3765－0119

　　IP電話などは　☎3212－2323 ●荏原消防署　☎3786－0119

※重病の方は119番をご利用ください。

二人で子育て（両親学級）
会場 日時
品川保健
センター

11/18
㈰

① 9:30～12:30
②13:30～16:30

荏原保健
センター

11/ 3
㈷

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10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

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）

9月16日㈰
17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）

9月16日㈰

　　　林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
　　　塩津歯科医院 南品川 2 － 4 － 5 ☎3471－0750
　　　関歯科医院 中　延 3 － 8 －16 ☎3781－0406
　　　山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137
　　　かとう整骨院 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525

9月17日㈷

　　　石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477
　　　ナムラ御殿山ガ－デン歯科 北品川 4 － 7 －35 ☎5475－8148
　　　松本歯科医院 中　延 5 － 5 － 3 ☎3781－1148
　　　品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
　　　荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

9月15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

内 小

薬
薬

小内

歯

骨

歯

小

骨

内

キ
リ
ト
リ
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キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

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

歯

骨

歯

小

骨

内

（5）

お知らせ
就業構造基本調査にご協力く
ださい
全国と地域別の就業構造に関する基礎
資料を得るため、就業構造基本調査を
行います。9月下旬から調査員が調査票
の配布・回収に伺いますので、ご協力
をよろしくお願いします。
調査期日／10月1日現在
調査対象／総務大臣の定める方法によ
り選定した住戸に居住する世帯の15歳
以上の世帯員（区内約620世帯）
調査事項／雇用形態、非就業希望理由、
訓練・自己啓発の有無など
問地域活動課統計係☎5742－6869

エココイン交換のお知らせ
エココインの取り組みは24年度で終了
します。お手持ちのエココインは次の
とおり交換をしています。
250枚未満の場合／1枚1円で引き換え
※250枚で500円の区内共通商品券と交
換できます。
交換期限／25年2月28日㈭まで
交換場所／　
・品川区商店街連合会事務局
（西品川1－28－3中小企業センター4階） 
・北品川商店街事務所
（北品川2－4－17） 
・立会川駅前通り繁栄会カフェ・ロティ
（東大井2－23－2） 
・戸越銀座商店街事務所
（戸越1－15－16） 
・荏原町商店街事務所
（中延5－6－16）
問環境課環境推進係☎5742－6755

24年度就学援助の申請を受け
付けています
公立小・中学校にお子さんが通学して
いる保護者に、学用品費や給食費など
を援助します。援助を受けるには、区
内在住で所得が限度額を超えないなど
一定の要件があります。援助費は申請
した月から25年3月まで支給します。
※詳しくは、お問い合わせください。
※23年度認定されていた方もあらため
て申請してください。
申25年2月5日㈫までに、学務課か学校
で配布する申請書を学務課学事係（〠
140－8715品川区役所第二庁舎7階☎
5742－6828）へ郵送か持参

都営交通の無料乗車券を更新
します
有効期限が24年9月30日の無料乗車券
をお持ちの方は各窓口へお越しくださ
い（シルバーパス所持者を除きます）。
人次のいずれかにあてはまる方
①身体障害者手帳所持者　②愛の手帳所
持者　③戦傷病者手帳所持者のうち障害
程度が特別項症～第6項症の方、第1款
症～第5款症の方　④被爆者手帳所持者
のうち被爆者健康管理手当を受給してい
る方　⑤生活保護受給世帯　⑥中国残留
邦人等支援給付受給世帯　⑦児童扶養手
当受給世帯
申手帳か証書（④は両方）、現在使用し
ている無料乗車券を持って、①～④は
障害者福祉課（本庁舎3階☎5742－
6707）、⑤⑥は生活福祉課（第二庁舎3
階☎5742－6713）、⑦は青少年育成課
（本庁舎7階☎5742－6721）へ
※有効期限が9月30日以外の方は、期
限月に更新できます。

品川区在宅介護者のつどい
日10月29日㈪午前10時30分～午後1時
場御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京
（北品川4－7－36）
内講演会、体験発表、交流会など
人要介護1以上の高齢者を在宅で介護し
ている方315人（抽選）
※対象の方には案内状を送りました。
問高齢者福祉課庶務係☎5742－6728

福祉車両の購入・改造費用を
助成します
車いすで容易に同乗または昇降できる
自動車を購入・改造するための費用の一
部を助成します。
人次の全てにあてはまる方
①区内に引き続き1年以上住所がある
②身体障害者手帳をお持ちで常時車いすを
使用している
③前年の所得が所得制限基準額以内
④4月1日～25年3月31日に購入か改造を
する
⑤次の助成金額以上の費用を要する
助成金額／購入費300,000円
改造費150,000円
※詳しくはお問い合わせください。
問障害者福祉課障害者福祉係
（本庁舎3階☎5742－6707）

住まいの施工業者を紹介します
住宅の増改築や修繕などの工事を予定し
ている方に、区内建設組合4団体で構成
される品川区住宅センター協議会を通じ
て、地元の施工業者を紹介します。相談
受付から3・4日程度で施工業者から連
絡を差し上げますので、工事内容や金額
などについて直接相談してください。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

都市計画案の縦覧・意見書の提出
都市計画案を縦覧します。この案に意
見のある方は、意見書を提出すること
ができます。
日9月19日㈬～10月3日㈬
内都決定＝
①大井一丁目南地区用途地域の変更
区決定＝
②大井一丁目南地区地区計画の決定他4
件　
③荏原町駅前地区特定防災街区整備地
区の決定　
④荏原町駅前地区防災街区整備事業の
決定
縦覧場所・意見書の提出・問
①東京都都市計画課（都庁第二本庁舎
21階☎5388－3225）
②～④品川区都市計画課（本庁舎6階☎
5742－6760）（①の縦覧・意見書提出
も可）

旧第一日野小学校跡地をテーオー
シーに貸し付けます
　五反田TOCビルの建て替え期間中に
おける五反田地区の地域経済の活性化
やにぎわいの維持を目的として、仮設
建物建設のために旧第一日野小学校跡
地（西五反田6）をテーオーシーに貸し
付けるものです。
　校舎の解体や建設工事に際しては、
事前に説明会を開催しますので、その
都度お知らせします。
貸付期間／24年9月からおおむね8年間
仮設建物規模（予定）／地上2階建て（一
部3階建て）、延床面積約10,950㎡
建物用途／催事場、卸小売店舗、事務所、
駐車場など
問企画財政課☎5742－6607

薬
小内
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お知らせ

自宅のリフォーム・増改築工
事資金の融資あっ旋をします
一般よりも低い金利で資金を借りること
ができるように、金融機関を紹介します。
工事着工前にご相談ください。
対象工事／自宅（工事後に居住する区
内にある住宅を含む）のリフォーム、
建て替え（50㎡以上80㎡未満。木造住
宅密集地域内は面積を問わない）、増改
築工事
あっ旋条件／金額＝10万～1,000万円
負担利率＝年利1.3％（災害復旧工事、
耐震補強工事、アスベスト除去工事は
年利0.5％、木造住宅密集地域内耐震補
強工事は年利0.3％）
返済方法＝10年以内の元金均等月額償
還（繰り上げ返済は一括返済のみ可）
申込要件／次の全てにあてはまる方　
①区内在住の20歳以上の方で1年以上
同一の住宅に居住している
②前年の所得が1,200万円以下で、かつ
年間返済金額の3倍以上ある
③住民税を滞納していない
④都内か近県に住所があり、十分な保
証能力がある20～64歳の連帯保証人を
立てられる、または信用保証機関など
を利用する
⑤申込者、連帯保証人とも現在この融
資を受けていない
※賃借の場合は所有者から工事の承諾
を得ていること。
※建て替え、増築工事の場合は建築確
認の手続きが必要です。
※あっ旋後、金融機関で融資の審査を
受けていただきます。
問都市計画課住宅運営担当
（本庁舎6階☎5742－6777）

福栄会　臨時職員募集
日月～土曜日（週2・3日）
①午前9時～午後5時＝ケアマネジャー
②午前8時30分～午後5時＝食事・入浴・
送迎サービス・クラブ活動・レクリエー
ションの手伝い
※曜日・時間は相談。

場①東品川在宅介護支援センター（東
品川3－1－5）
②東品川在宅サービスセンター（東品
川3－1－8）、大崎在宅サービスセン
ター（北品川1－16－5）　
時給／①1,450円②950円
※交通費支給。
人若干名（選考）
※①は介護支援専門員の資格がある方。
申電話連絡の上、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

八潮バドミントン教室
日10月7日～21日の日曜日
午後1時～4時（全3回）
￥1回100円
運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で、上履
きを持って八潮学園（八潮5－11－2）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

ウェルカムセンター原・交流施設
初心者スポーツ吹き矢教室
日10月13日～11月3日の土曜日
午前10時～11時30分（全4回）
人中学生以上の方30人（抽選）
￥2,000円（保険料込）
場申9月24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

第118回高齢者と介護者のた
めの料理教室
日9月25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）
内筋力アップで老化を防ぐ食事
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
人20人（先着）
￥600円
申9月21日㈮までに、電話で荏原特別
養護老人ホーム☎5750－2941へ

フラワーアレンジメント講習会
「みどりと花のフェスティバル」で行う
フラワーアレンジメント講習会に参加
しませんか。
日①9月29日㈯・②30日㈰
午後1時30分～2時30分
講師／山口昌哉（プランツモジュール社長）
人区内在住か在勤の方各26人（抽選）
場申9月19日㈬（必着）までに、往復
はがき（2人まで）で講習会名、希望日、
住所、氏名、電話番号をしながわ区民
公園管理事務所（〠140－0012勝島3
－2－2☎3762－0655）へ

みどりの園芸講座～寄せ植え作り
草花や飾りを使って寄せ植えを作ります。
日10月14日㈰
①午前コース＝午前10時～正午
②午後コース＝午後1時30分～3時30分
場251会議室（第二庁舎5階）
講師／原由紀子（生活園芸家）
人各50人（抽選）  ￥各1,000円（教材費）
申9月25日㈫までに、往復はがきで講
座名、コース、住所、氏名、電話番号
を公園課みどりの係（〠140－8715品
川区役所☎5742－6799）へ

表装・裏打ち教室
書や水墨画などを飾るための裏打ちを
学びます。
日①9月29日㈯②10月14日㈰
午前10時～午後3時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／佐野順一・佐野文夫
（品川区伝統工芸保存会会員表具師）
人各10人（抽選）
￥各2,000円（教材費込）
申9月20日㈭（必着）までに、往復は
がきで教室名、希望日、住所、氏名、
年齢、電話番号を商業・観光課観光担
当（〠141－0033西品川1－28－3☎
5498－6350）へ

旗の台「手話教室」～楽しく
初歩から
日10月6日～27日の土曜日
午後7時～8時45分（全4回）
￥500円　
運営／旗の台地区スポ・レク推進委員会
場参当日、上履きを持って旗台小学校
（旗の台4－7－11）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

区民大学教養講座「クロード・ド
ビュッシーの魅力～パリの音楽絵巻」
生誕150年記念の音楽講座を音楽ホー
ルでの演奏も交えて行います。
日程

（全6回） テーマ 講師

11/15
㈭

ドビュッシーと
ラヴェル

井上さつき（愛知
県立芸術大学教授）

11/22
㈭ 月の光の音楽

安川智子（国立音
楽大学非常勤講師）11/29

㈭
ペレアス以後の
ピアノ作品

12/6
㈭

ドビュッシーと
バレエ 成田麗奈（東京藝

術大学研究助手）12/13
㈭

ドビュッシーと
六人組

12/20
㈭

日本におけるド
ビュッシー 井上さつき

※時間は午後7時～9時。
場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
人16歳以上の方100人（抽選）
￥1,500円
申10月19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、手話通訳希望の有
無を文化スポーツ振興課生涯学習係へ

三徳会地域交流会　講演会
日10月6日㈯午後1時30分～3時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内スポーツ医学から学ぶ高齢者の運動
の必要性
人40人（先着）
申9月29日㈯までに、電話で荏原在宅
サービスセンター☎5750－3708へ

星薬科大学公開講座
（薬草見学会）
日10月13日㈯
第1部 午前10時～正午
講義「気をつけたい身近な毒草・見分け方の
ポイント」
講師／須藤浩（同大学薬用植物研究室）

講義「現代に甦（よみがえ）る正倉院の毒草」
講師／植松黎（エッセイスト）

第2部 午後1時～3時30分
キャンパスツアー（学生による薬草園見学など）

人第1部は16歳以上の方
場参当日、第1部は午前9時50分、第2
部は午後0時50分までに、直接同大学
（荏原2－4－41）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

スポーツ

講座・講演

求人

第62回品川区民スポーツ大会（秋季）
競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

クレー射撃 10月8日㈷ 成田射撃場
（千葉県）

当日、直接会場へ
※午前9時から 8,000円

○トラップの部○スキートの部（各100発）
※弾は各自持参
※銃砲等所持・猟銃用火薬類等譲受許可証を携帯

卓球 10月14日㈰ 総合体育館 9月25日㈫ 500円
中高生300円

○初級（男女区別無し）○中学・高校の男子・女
子○一般男子・女子○壮年Ａ男子・女子（45歳
以上）○壮年Ｂ男子・女子（60歳以上）
※1ゲーム11本、5ゲームマッチ
※全種目シングルス予選リーグからトーナメント戦
※壮年の年齢は25年4月1日現在

少林寺拳法 10月14日㈰ 戸越体育館 9月28日㈮ 500円
小中高生300円

○単独演武の部○規定組演武の部
○自由組演武の部

申申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ（9月18日㈫を除く）

総合体育館トレーニング室総合体育館トレーニング室
特別プログラム特別プログラム
●敬老の日　9月17日㈷

時間 種目
9:45～10:45 はじめてのヨーガ

11:00～12:00 代謝を上げて脂肪を落として骨盤調整しますプログラム＊
13:00～14:00 ボディヒーリング
14:15～15:15 バレエ体操（マット＆バー）

●秋分の日　9月22日㈷
時間 種目

13:45～14:30 エアロ＆筋トレ＊
14:45～15:30 秋分の日の午後のピラティス
15:45～16:30 ヨーガ入門
19:30～20:30 ボディコンバット＊

――――――　共　　　通　――――――
人16歳以上の方各20人（先着）
￥1種目400円
場参当日、運動できる服、タオル、飲み物
を持って総合体育館へ
＊の種目は、上履きが必要です。

9月17日㈷は敬老の日です
●しながわ水族館　
65歳以上の方は、各自
年齢の確認できるものの
提示で、9月17日㈷は入
場料が100円になります。
問同館☎3762－3433

●シルバーセンター　
9月17日㈷は開館し、入浴サービスも行
います。18日㈫は休館します。※18日は、
夜間の会場の貸し出しは行います。
問高齢者いきがい課シルバーセンター係
☎5742－6946

●公衆浴場　
65歳以上の方は、9月16日㈰・17日
㈷のいずれか1日、区内の公衆浴場に
240円で入浴できます。日程は各浴場
にお問い合わせください。
問各公衆浴場、健康課☎5742－6746



昭和大学公開講座「暮らしと健康
～最新のアレルギー・膠原病医療」
日程

（全2回） テーマ 講師

10/13
㈯

花粉症の疑問に
答えます

金井憲一（同大学
藤が丘病院耳鼻咽
喉科准教授）

喘息患者さんの
日常生活での管
理

和田麻依子（同大
学病院慢性呼吸器疾
患看護認定看護師）

10/27
㈯

正しい食物アレ
ルギーの知識

今井孝成（同大学
病院小児科講師）

金属アレルギー
に対する歯科医
師の役割

鎌谷宇明（同大学
歯科病院口腔外科
助教）

※時間は午後1時～4時。
場同大学（旗の台1－5－8）
人16歳以上の方200人（抽選）
申9月28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

学校図書館ボランティア養成
講座「実務講座」
学校図書館で活動しているボランティア
の方やこれから活動する方の講座です。

日時 定員
（抽選） 内容

10/12㈮
①午前10時～正午
②午後1時30分～
　　　　  3時30分

各
15人

本のカバー掛け
と簡単な修理

10/18㈭
③午前10時～正午 20人

装飾のヒント
「クリスマスツ
リーとサンタ」

場申9月25日㈫（必着）までに、往復
はがきで番号（複数可）、参加者全員の
住所・氏名・電話番号・活動している
方は学校名を品川図書館学校図書館ボ
ランティア養成講座（〠140－0001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。

ひとり親家庭パソコン講習会
日10月13日㈯・14日㈰、11月10日㈯・
11日㈰、12月1日㈯・2日㈰
午前9時30分～午後4時30分（全6回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内Word・Excel活用、PowerPointでプ
レゼン資料作成　他
人ひとり親家庭の親20人（先着）
※託児あり。
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申9月18日㈫までに、電話かFAX、E
メールで住所、氏名、年齢、電話番号、
託児希望の方はお子さんの氏名・年齢
を品川区母子寡婦福祉連合会（☎6417
－1295 Fax6417－1296 shinagawa
ku.with@krf.biglobe.ne.jp）へ
問子育て支援課児童家庭相談係
☎5742－6589

聞こえにくい方・聞こえにくくなった
方のコミニュケーション講座
日10月4日～11月22日の木曜日
午後1時30分～3時30分（全8回）
内コミュニケーション方法の紹介、手
話・読話学習、体験談、情報交換など
※要約筆記が付きます。
人区内在住で、中途失聴者・難聴者、
その家族、身近な方15人（抽選）
￥2,000円程度（テキスト代）
場申9月27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、電話番号を心身障害者福祉会館
（〠142－0064旗の台5－2－2☎5750
－4996 Fax3782－3830）へ

障害者のためのパソコン教室
①パソコンテーマ別教室「フォトスタ
ンド・プリクラシール・カードづくり」
日10月18日㈭、11月15日㈭、12月20
日㈭（全3回）
②パソコン教室「ワードの基礎」
日10月15日㈪・22日㈪、11月5日㈪・
12日㈪・19日㈪、12月3日㈪・10日㈪・
17日㈪（全8回）
―――――　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歳未満の身体障害者
手帳か愛の手帳をお持ちの方各4人（初
めての方優先）
場申①は10月11日㈭②は10月8日㈷ま
でに、電話かFAXで教室名、番号、午
前か午後、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
連絡先、障害の程度、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。

子育て支援講座「完璧な親な
んていない!（NPプログラム）」
初めての子育てで戸惑ったり、悩んだ
りしていることを語り合いながら、自
分らしい子育てをみつけませんか。
日10月23日～11月27日の火曜日
午前9時30分～11時30分（全6回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人区内在住で、初めてのお子さんが3歳
未満の母親10人（先着）　※託児あり。
￥2,000円（テキスト代込）
申10月12日㈮までに、往復はがきか
FAX、Eメールで講座名、住所、氏名、
電話番号、託児希望の方はお子さんの
氏名・月齢をふれあいの家－おばちゃ
んち（〠140－0001北品川2－28－19 
Fax3471－8610 fureai@obachanchi.
org）へ
問保育課☎5742－6724

パパママ応援プログラム〈思春期～青
年期〉幸せな親子関係を築くために
日程

（全4回） テーマ 講師

10/3
㈬

反抗期の子どもの学校
生活を支える親の力

諸富祥彦（明
治大学文学
部教授）

10/11
㈭

思春期の子と心をつ
なぐコミュニケーショ
ン法～やる気のでる会
話、やる気をなくす会
話（Part1講義編） 大塚隆司（子

育てアドバ
イザー）

10/18
㈭

思春期の子と心をつ
なぐコミュニケーショ
ン法～やる気のでる会
話、やる気をなくす会
話（Part2実践編）

10/25
㈭

【体験講座】幸運を引
き寄せるカラーセラ
ピー講座～より良い親
子関係を築くために

池田朝子（会
話心理学研
究会理事長）

※時間は午前10時～正午。
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人区内在住か在勤で、小学4年生以上の
お子さんの保護者、講座に関心のある
方40人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
※おやつ代400円。
申9月24日㈪までに、往復はがきで講
座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、講師への質問の有無、託児
希望の方はお子さんの氏名（ふりがな）・
月年齢・性別を子育て支援課在宅子育
て支援係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6720）へ
○区ホームページから電子申請もでき
ます。

品川清掃工場見学会
日9月29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9月27日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

品川＆早川ふるさと交流「わら
じ作りと身延赤沢ハイキング」
ロープウエイで身延山を登り、早川町
までハイキングします。途中、重要伝
統的建築物群保存地区の赤沢宿を見学
します。
日11月3日㈷～4日㈰
（午前7時30分区役所集合・午後5時30
分解散、1泊2日、往復バス）
宿泊／早川町営ヴィラ雨畑（温泉）
人区内在住か在勤の方23人（抽選）
￥10,000円、小学生以下6,000円
（交通費・宿泊費込）
申9月20日㈭（必着）までに、はがき
かFAXに「ハイキング」とし、参加者
全員の住所・氏名（ふりがな）・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☎
5742－6856 Fax5742－6877）へ

秋季短歌大会　作品募集
日11月4日㈰午後1時～4時
（受付は午後0時30分から）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内講演と最優秀作の発表・表彰
選者／依田仁美（現代短歌舟の会代表）
選歌方法／選者と参加者の互選
人中学生以上の方
￥1,000円、中高生500円
申9月20日㈭（必着）までに、封書に「短
歌大会作品」と朱書きし、未発表の自
作の雑詠1首（原稿用紙は縦書き）、住所、
氏名、年齢、電話番号、費用（定額小為
替）を品川区短歌連盟事務局・三浦マ
サ（〠142－0064旗の台3－5－2）か
文化スポーツ振興課文化振興係へ郵送

第195回日曜コンサート
日9月16日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／北原白秋作詞・山田耕筰作曲「待
ちぼうけ」他
場・観覧方法／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

（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

催　し ★

★

申込締切日・配達／
毎月25日締め切り。配達は翌月中旬　※3月は10日締切、月末までに配達。
申「消火器購入」か「消火器詰め替え」とし、住所、氏名、電話番号（昼間連
絡のとれる）、本数を防災課（〠140－8715品川区役所第二庁舎4階☎
5742－6695 Fax3777－1181）へ電話かはがき、FAXか持参
○区ホームページから電子申請もできます。

※耐用年数・標準使用期限を経過したものは詰め替えできません。

種類 薬剤重量 あっせん価格
購入 粉末消火器5型（国家検定品） 1.5㎏ 4,500円

詰め替え
粉末薬剤 1～3.5㎏ 3,200～6,100円
強化液薬剤 3～4ℓ 5,300～6,100円
中性強化液薬剤 2ℓ 6,100円

　火災は小さいうちの消火が肝心です。いざという時のために十分な消
火能力を持つ消火器を備えましょう。
　消火器の薬剤は、おおむね5年に1度交換が必要です。また、耐用年
数（製造後おおむね8年）が過ぎた消火器は、本体の交換が必要になり
ます。すでに消火器をお持ちで、詰め替えや交換が必要な方もお申し込
みください。

家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん
指定業者がご自宅へ
お届けします！

●購入・詰め替えの申し込みと同時の場合に限り、古い消火器を1本1,000円（消火器
リサイクルシール貼付のものは500円）で配達時に引き取ります。申込時に処分希望
本数をご記入ください。
●配達時には、区指定業者が購入者本人の申込はがき・FAX・電話申込受付票を必ず
持参します。区・消防署では訪問販売や電話での勧誘は一切していませんので、消火
器のあっせんに便乗した悪質な業者には十分ご注意ください。不審な訪問や電話があ
りましたら、ご連絡ください。

家庭用防災用品（家具転倒防止器具・避難
用品・保存食糧など）を特別価格であっせ
んしていますので、ご利用ください。
※詳しくは、防災課（第二庁舎4階）・地域
センターに置いてある「防災用品あっせん
ちらし」か区ホームページをご覧ください。

家庭でできる簡単な防災対策

防災課普及係☎5742－6696問い合わせ

家庭用防災用品をあっせんします家庭用防災用品をあっせんします
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● 品川区暴力団排除条例
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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。

7月25日㈬、総合体育館で品川区と姉妹都市提携を結ぶア
メリカ合衆国メイン州・ポートランド市との青少年スポー
ツ交流の開会式が行われました。スポーツ交流は中学生
たちが相互にホームステイし、言葉の壁を越えた友情の
きずなを深めることを目的に約5年ごとに行っています。

避暑シェルターを設置

7月から熱中症対策として、62カ所の
区有施設を避暑シェルターとして活用。
ゆったりと過ごせるシルバーセンターや
児童センターでは、高齢者や子育て世代
の親子などにも利用を促し、節電と熱中
症対策を両立させています。

品川児童学園を視察

7月18日㈬、ジンバブエ共和国のチャン
ギライ首相夫人が、品川児童学園を訪問
し、施設や園児たちの活動を視察。夫人
は南部アフリカ障害者親善大使を務めて
おり、日本の障害児教育の現状を知るた
め訪れました。

座間味村長が区長を訪問

7月20日㈮、沖縄県座間味村の宮里哲村
長が、10月からしながわ水族館で行われ
る「座間味村・しながわ水族館連携事業
（写真展）」の開催に先駆けて、連携事業
実施のお礼のため、濱野区長を訪問しま
した。

荏原第三地域センター開所

8月6日㈪、新しい荏原第三地域センター・
区民集会所が開所しました。集会室は最
大110人定員に拡張し、だれでもトイレ
や、車いす対応で行き先ボタンが大きい
エレベーターなど、区民が使いやすい施
設になりました。

区ホームページでも、品川区内の最近ので
きごとをお知らせしています。

7月24日㈫、区役所でわんぱくパトロール隊の入隊式が行
われました。区内の小学校4年生から6年生までの37人の
児童が参加。夏休みを利用し、子どもたちが生活安全パ
トロールカーに乗車、マイクで防犯広報活動を行うもの
で、入隊式ではみんなに入隊証が授与されました。

7月21日㈯、南大井文化センターと周辺地域で「第3回品
川区津波ワークショップ」が行われました。モデル地区
として選定された「大井南浜町会」から62人が参加。実
際に現地を歩きながら、区独自のハザードマップである
津波自主避難マップの作成を試みました。

しながわ
写真
ニュース

7月29日㈰、民間大型マンションのパークホームズ武蔵小
山で、災害時などの帰宅困難者受け入れのための訓練が
行われました。同管理組合と区は、今年1月17日に23区で
初めてマンションを避難所として使用できる協定を締結
し、毛布や食糧も備蓄しています。

7月6日㈮、きゅりあんで区内の子育て情報を一堂に集め
た見本市「品川子育てメッセ2012」が行われ、約3,600人
が会場を訪れました。民間団体、NPO、地元商店街、企業
や行政など昨年より6団体多い52団体が参加し、ブース展
開したほか、子育てに関するセミナーも開催されました。

7月22日㈰、三木小学校をメイン会場とし区内一斉打ち
水イベントを開催。江戸時代から続く暮らしの知恵であ
る「打ち水」を行うことで、涼を取る効果を実感すると
ともに、環境問題への意識啓発を図ろうと毎年行ってお
り、今年も区内全域で実施されました。

7月23日㈪、しながわ水族館ではイルカ、アシカの人気定
番ショーに加え、「アザラシショー」が通年パフォーマン
スとしてスタートしました。アザラシがパフォーマンスを
行う水族館は珍しく、ショーの会場であるアザラシ館は、
多くの方でにぎわっていました。

7月12日㈭、八潮西保育園で毎年恒例の「しおかぜまつり」
が行われました。子どもたちはこの日のために一生懸命
練習した 〝盆踊り〞や 〝やまびここどもだいこ〞を披露。
自分たちで作ったおみこしを担いだり、山車をひくなど、
0歳児から5歳児の全園児が楽しい時間を過ごしました。

八潮西保育園　八潮西保育園　
しおかぜまつりしおかぜまつり

青少年スポーツ交流青少年スポーツ交流
が開幕が開幕

マンションでマンションで
帰宅困難者受け入れ訓練帰宅困難者受け入れ訓練

しながわ水族館のしながわ水族館の
新パフォーマンス新パフォーマンス

品川子育てメッセ品川子育てメッセ
20122012

わんぱくパトロールわんぱくパトロール
入隊式入隊式

第3回品川区津波第3回品川区津波
ワークショップ開催ワークショップ開催

区内で一斉打ち水区内で一斉打ち水
イベントを開催イベントを開催


