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大井町・武蔵小山行政サービスコーナーは開庁します。
問戸籍住民課☎5742－6657

9月30日の区役所日曜開庁は
システム保守のため休業します

奥峰子のすてきな園芸講座
著書や雑誌でおなじみの園芸研究家・奥峰子さんを講師に迎えて、
寄せ植えなどを行います。
日10月7日㈰
①午前10時30分～11時40分②午後1時30分～2時40分
場東品川海上公園（みどりと花のフェスティバル会場内）
人区内在住か在勤の方各35人（抽選）
申9月30日㈰（必着）までに、往復はがき（1枚3人まで）で講
座名、番号、住所、氏名、電話番号をしながわ中央公園管理事
務所（〠141－0033西品川1－27－14☎5740－5037）へ

拠点回収し、再生処理した園芸土を配布します。各日
の配布予定量がなくなり次第終了とします。

袋を持参のうえ、お越しください。

不用園芸土を拠点回収しています。
詳しくは3ページをご覧ください。
問品川区清掃事務所☎3490－7098

各会場にて、秋の花や苗などの販売、特色のあるイベントを開催します。
　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。

みどりと花の
フェスティバル

　　　9月29日㈯・30日㈰
　　　午前9時～午後4時
内植木販売、昔遊び工作　他
問しながわ区民公園☎3762－0655

　　　10月6日㈯・7日㈰
　　　午前10時～午後4時
内押し花・ステンシル、苗販売、ポプリづくり、
草花遊び、かざぐるまづくり、草笛演奏会　他
問東品川海上公園☎3471－3696

　　　10月13日㈯・14日㈰
　　　午前9時～午後4時
内ふれあい動物園、盆栽展示、ポニー乗馬　他
問しながわ区民公園☎3762－0655

　　　10月20日㈯・21日㈰
　　　午前10時～午後4時
内みどりの相談所、盆栽展示、みどりのリサイク
ル、苗木・花苗販売　他
問戸越公園☎3782－8819
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9月29日㈯、10月6日㈯・7日㈰・
13日㈯・14日㈰

しながわ

区民公園
（勝島3−2）

東品川
海上公園
（東品川3−9）

西大井
広場公園
（西大井駅前）

戸越公園
（豊町2−1）

みどりと花の
フェスティバル会場で

園芸土を無料で配布します
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小学校

中学校

〈
広
告
〉

有料広告の申し込みは、
2 月・6月・10月に受け
付けています。

広報紙に広告を
掲載しませんか

※4月11日号で募集している、6月・7月の追加申し込み期限
は4月23日㈮まで。

  問い合わせ 
広報広聴課☎5742－6644

有料広告の申し込みは、2月・6月・10月
に受け付けています。申し込みについて
の詳細は、2月1日号をご覧ください。

広報紙に広告を
   掲載しませんか

「広報  しながわ」の21日号では、
  区内で営業して いる店舗・会社
  などの広告を掲載しています。 

  問い合わせ
広報広聴課☎5742－6644

詳しくは10月1日号の
「広報しながわ」をご覧
ください。

広報紙に広告を
   掲載しませんか

  問い合わせ 
広報広聴課☎5742－6644

2月1日号で4～7月分の
募集をします。
  問い合わせ 
広報広聴課☎5742－6644

有料広告の
掲載申し込みについて

有料広告の申し込みは、2月・
6月・10月に受け付けていま
す。申し込みについての詳
細は、2月1日号をご覧くだ
さい。

広報紙に広告を
掲載しませんか
 「広報  しながわ」の
  21日号では、区内で
  営業している店舗・
  会社などの広告を掲
  載しています。 

  問い合わせ 
広報広聴課☎5742－6644

有料広告の
掲載申し込みについて

問い合わせ　広報広聴課☎5742－6644

広報紙に広告を掲載しませんか

「広報しながわ」の
21日号では、区内で
営業している店舗・会
社などの広告を掲載し
ています。 

有料広告の申し込みは、2月・6月・10月に受け付け
ています。申し込みの詳細は、6月1日号をご覧くだ
さい。 

　区内37校を4ブロック（①品川・大崎　②大井・八潮　
③荏原西　④荏原東）に分け、通学区域が属するブロック
内から入学する小学校を希望できます。施設の状況により、
通学区域の内外を合わせた受け入れ可能人数を次のように
設けます。
　小中一貫校は、区内全域から希望できます。
※ブロックの分け方については、3ページ「学校公開の日程」
にある表をご覧ください。

　区内全15校の中から入学する中学校を希望できます。
施設の状況により、通学区域の内外を合わせた受け入れ
可能人数を次のように設けます。

　区では小中一貫教育を行い、中学1年生を7年生、2年生を8年生、3
年生を9年生としています。
小学校／平成18年4月2日～平成19年4月1日に生まれた方
中学校／平成12年4月2日～平成13年4月1日に生まれた方

　25年4月に小・中学校の新1・7年生になるお子さんがいる家庭に、
9月末までに希望申請票と学校案内パンフレットを送ります。通学区
域外の小・中学校に入学を希望する方は、10月31日㈬（消印有効）
までに希望申請票を学務課へ提出してください。
※通学区域は、学校案内パンフレットか区ホームページをご覧ください。
●指定された通学区域の学校に入学を希望する場合は、希望申請票の
提出は不要です。

25年度の学校選択の
手続きが始まります

受け入れ可能人数を超えた
場合は、抽選を行います

　1学級は小学校35人・中学校40人まで
ですが、転入者枠を除いた人数を受け入
れ可能人数としています。
　希望申請の結果、希望者が受け入れ可能
人数を超えた場合、通学区域外の希望者に
ついては公開抽選とし、日時と結果は該当
者に郵便でお知らせします。

小学校名 受け入れ可能人数
品川学園（品川）・大井第一 各125人（4学級）

城南第二・第一日野・日野学園（第二日野）・
第三日野・第四日野・山中・伊藤学園（原）・
立会・浜川・伊藤・鈴ケ森・八潮学園（八
潮学園）・延山・第二延山・荏原平塚学
園（平塚）・戸越・〈仮称〉豊葉の杜学園（豊
葉の杜）

各90人（3学級）

城南・浅間台・三木・御殿山・芳水・台場・
鮫浜・京陽・中延・小山・後地・小山台・
大原・宮前・源氏前・旗台・上神明

各60人（2学級）

清水台 30人（1学級）

●受け入れ可能人数・学級

●受け入れ可能人数・学級

抽選となった場合の受け入れ順位

　無抽選受け入れ	 小学校通学区域
　第1順位� 兄姉＊1
　第2順位� ブロック内小学校

小中一貫校

　無抽選受け入れ	 一貫小学校通学区域
　第1順位� 兄姉＊1
　第2順位� 一貫中学校通学区域＊2
　第3順位� ブロック内小学校
　第4順位� 区内全域

※色字は小中一貫校。

中学校名 受け入れ可能人数
品川学園（城南）・伊藤学園（伊藤）・
鈴ケ森・荏原第一 各185人（5学級）

東海・日野学園（日野）・大崎・浜川・
荏原第五・荏原平塚学園（荏原平塚）・
八潮学園（八潮学園）・豊葉の杜学
園（豊葉の杜）

各145人（4学級）

冨士見台・荏原第六・戸越台 各105人（3学級）

学務課（第二庁舎7階
☎5742－6828）

問い合わせ

新1・7年生の
入学対象者

入学する学校を
選択できます

※色字は小中一貫校。

＊3　�希望する中学校（7・8年）
に兄姉が在籍し、同一校に
通学させる方

＊4　�希望する小中一貫校（1～8
年）に兄弟姉妹が在籍し、同
一校に通学させる方

＊5　�例：大井第一小・山中小に在
籍している伊藤中学校の通
学区域外の児童

＊6　�施設分離型一貫校で連携し
ているグループ内の特に結
びつきの強い（浜川小－浜
川中、小山小－荏原第六中、
京陽小－戸越台中）の小学
校に在籍する児童が連携す
る中学校を希望する方

就学時健康診断を実施します
　小学校に新1年生として入学する方を対象に各学校
で11月頃に行います。詳しくは希望申請票に同封する
お知らせをご覧ください。就学時健康診断票も一緒に
送ります。

＊1　�希望するブロック内の小学校（1～5年）
か小中一貫校（1～8年）に兄姉が在籍
し、同一校に通学させる方

＊2　�品川学園については、城南第二小学校
の通学区域も含む

抽選となった場合の受け入れ順位

　無抽選受け入れ　中学校通学区域
　第1順位� 兄姉＊3
　第2順位� 区内全域

小中一貫校
　無抽選受け入れ　一貫中学校通学区域・一貫小学校在籍者
　第1順位� 兄弟姉妹＊4
　第2順位� �一貫中学校通学区域の小学校在籍者で一貫中学校通学区域外＊5
　第3順位� 区内全域

施設分離型一貫校の連携校
　無抽選受け入れ　中学校通学区域
　第1順位� 兄姉＊3
　第2順位� 特定の連携小学校に在籍し、中学校通学区域外＊6
　第3順位� 区内全域
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  ご協力ください
■拠点回収

（古着、廃食用油、不用園芸土）
10月13日㈯・27日㈯午前10時～正午＝小学校な
ど29カ所（台場・三木・第一日野・第三日野・後地・
小山・第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・城
南第二・立会・旗台・大井第一・大間窪・延山・宮
前・芳水・伊藤小学校、日野・伊藤学園、品川第一・
大崎第一・大井第二・大井第三・八潮地域センター、
区役所、品川区清掃事務所）　※雨天決行。

■インクカートリッジの回収
区内26カ所で、家庭で使用済みになったインクカー
トリッジを回収しています。

  リサイクル情報紙「くるくる」
毎月1日発行で区施設などに置いてあります。11月号
の掲載は、10月25日㈭までに電話かFAXでお申し込
みください。

  フリーマーケット
■出店者募集
日10月7日㈰午前10時～午後4時　
※雨天の場合は10月8日㈷。
募集数／100店　出店料／800円
場申往復はがきで住所、氏名、電話番号を武蔵小山
駅前通り商店街振興組合（〠142－0062小山3－15
－6☎5788－4515）へ　

  リサイクルショップ「リボン」
18歳以上の方はどなたでも出品できます。電話か店
頭で予約してください。
※出品時、住所・年齢の確認できるものが必要です。
手数料／出品1点につき100円　
定休日／両店とも水曜日
※販売実費として、売り上げの40％をいただきます。
※不用品交換情報ボードは無料です。
　大井町店　 
広町2－1－36  第三庁舎2階　☎5742－6933
営業時間／午前11時～午後5時30分
取扱商品／家具、インテリア用品、贈答品など

※家具など、自分で持ち込みできない方に運送業者を
紹介します（運送料は有料）。

大井町店「リボンふれあいフェアー」
日10月4日㈭～6日㈯午前11時～午後4時
内小型家具の特別サービス品を特価販売(各日40
台限定）、家具修理の実演（①11:30～②13:30～、
各30分）、包丁研ぎ（15:00終了）
※詳しくはお問い合わせください。

　旗の台店　 
旗の台5－13－9  旗の台駅南口下車 
☎5498－7803
営業時間／午前11時～午後7時
取扱商品／衣服など日用品

旗の台店「子ども用品」「紳士用品」の出品募集
日9月22日㈷～28日㈮午後1時～4時
※出品は1人1回限り10点まで、身分証明書を持っ
てお持ちください。
※詳しくはお問い合わせください。

−
−

−

Fax

−

　区では、特色ある学校づくりと学校選択制を柱に、教育改革「プ
ラン21」を進めています｡ 学校を選択するにあたっては、保護
者の皆さんに学校をより多く知っていただくことが何より大切で
す｡ そのため、区内の小・中学校では学校公開を行っています。
　この機会にぜひ、学校の様子をご覧ください。

　●小学校
学校名  電話 学校公開日

品
川
・
大
崎
ブ
ロ
ッ
ク

品川�＊1 3474－2671 10/4㈭～6㈯
城南 3471－7919 10/18㈭～20㈯
浅間台 3474－2727 10/19㈮・20㈯、25年3/7㈭
三木 3491－0404 10/19㈮・20㈯
御殿山 3441－0814 10/19㈮・20㈯
城南第二 3471－7481 10/20㈯・22㈪
第一日野 3492－6258 10/20㈯・22㈪・23㈫
第二日野�＊2 3441－3209 10/15㈪～20㈯
芳水 3491－1555 10/19㈮・20㈯
第三日野 3441－6452 10/19㈮・20㈯、25年1/18㈮・19㈯
第四日野 3491－1281 10/6㈯・19㈮・20㈯
台場 3471－3397 10/19㈮・20㈯

大
井
・
八
潮
ブ
ロ
ッ
ク

大井第一 3771－5240 10/6㈯、25年1/18㈮・19㈯
鮫浜 3765－2844 10/6㈯・9㈫・10㈬・20㈯
山中 3772－3006 10/5㈮・6㈯
原�＊3 3771－3374 10/6㈯・9㈫・10㈬
立会 3474－3424 10/6㈯ブック・フェスタ、10/15㈪～20㈯
浜川 3761－0530 10/19㈮・20㈯
伊藤 3771－5331 10/25㈭～27㈯
鈴ケ森 3763－6631 10/5㈮・6㈯、25年2/1㈮・2㈯
八潮学園�＊4 3799－1641 10/4㈭～6㈯

荏
原
西
ブ
ロ
ッ
ク

京陽 3781－4775 10/6㈯運動会、10/20㈯・23㈫・24㈬
延山 3781－3806 10/18㈭～20㈯
中延 3781－4016 10/2㈫～6㈯・22㈪～26㈮
小山 3781－0044 10/6㈯・9㈫・10㈬
第二延山 3781－1348 10/18㈭～20㈯、25年2/16㈯・17㈰学習発表会
後地 3781－0890 10/4㈭～6㈯
平塚�＊5 3782－7770 10/17㈬～20㈯
清水台 3781－4841 10/6㈯・20㈯
小山台 3712－7587 10/5㈮・6㈯、25年3/1㈮・2㈯

荏
原
東
ブ
ロ
ッ
ク

杜松�＊6 3781－4376 10/6㈯運動会、10/20㈯午後
大原 3781－4487 10/5㈮・6㈯
宮前 3781－4386 10/5㈮・6㈯
大間窪�＊6 3781－3920 10/6㈯・19㈮・20㈯
源氏前 3781－4348 10/6㈯・9㈫・19㈮・20㈯
戸越 3781－2856 10/18㈭～20㈯
旗台 3785－1687 10/6㈯・9㈫・10㈬
上神明 3781－4792 10/18㈭～20㈯

　●中学校
学校名  電話 学校公開日

東海 3471－6951 10/19㈮・20㈯
城南�＊1 3474－2671 10/4㈭～6㈯
日野�＊2 3441－3209 10/15㈪～20㈯
大崎 3491－6623 10/5㈮・6㈯、10/20㈯合唱コンクール
浜川 3761－1014 10/9㈫～12㈮、25年2/2㈯・4㈪～8㈮
伊藤�＊3 3771－3374 10/6㈯・9㈫・10㈬
鈴ケ森 3765－2849 10/5㈮・6㈯
冨士見台 3772－0900 10/1㈪～6㈯

荏原第一 3785－1680 10/1㈪～6㈯・12㈮・27㈯、11/17㈯、25年1/19㈯、2/8㈮
荏原第五 3781－5643 10/16㈫～20㈯、12/1㈯、25年1/19㈯
荏原第六 3781－7776 10/2㈫～5㈮
戸越台 3781－6250 10/16㈫～20㈯
荏原平塚�＊5 3782－7770 10/17㈬～20㈯
八潮学園�＊4 3799－1641 10/4㈭～6㈯
豊葉の杜�＊6 3782－2930 10/6㈯、10/20㈯市民科授業地区公開講座

※日程は変更になることがあります。
※時間や内容については、各学校へお問い合わせください。
※公開日以外の日にご覧になりたい場合は、各学校にご相談ください。

＊1�小中一貫校品川学園　　＊2�小中一貫校日野学園　　　＊3�小中一貫校伊藤学園
＊4�小中一貫校八潮学園　　＊5�小中一貫校荏原平塚学園　＊6�小中一貫校豊葉の杜学園

学校公開の日程

小中一貫校を整備しています
問指導課一貫教育推進担当☎5742－6595

　
　18年度から区立の全ての小・中学校で「品川区小中一貫教育要領」に基づく
小中一貫教育を実施しています。施設一体型となる一貫校は日野学園、伊藤学園、
八潮学園、荏原平塚学園、品川学園の5校が開校しています。現在整備中の一貫
校は次のとおりです。

●小中一貫校　豊
ほう

葉
よう

の杜
もり

学園
（杜松小学校・大間窪小学校を統合する（仮称）豊葉の杜小学校と豊葉の杜中学校）

　25年4月開校に向けて、旧大間窪小学校と旧荏原第三中学校の敷地を活用して、
施設一体型一貫校を建設しています。
　23年4月に荏原第三中学校と荏原第四中学校が統合した豊葉の杜中学校が誕生
しました。現在は、旧荏原第四中学校校舎で教育活動を行っています。また、大
間窪小学校は、23年4月に旧荏原第三中学校の敷地に建設した仮設校舎に移転し
ました。そして、25年4月に杜松小学校と統合し、（仮称）豊葉の杜小学校となっ
て、豊葉の杜中学校とともに小中一貫校の新校舎へ移転する予定です。
※学校の統合については、今後、区議会での条例改正により正式に決定します。

学校改築を進めています
問庶務課教育施設調整担当☎5742－6833

　
　小中一貫校を含め、学校改築を順次進めています。工事期間中は、ご不便をお
掛けしますが、児童・生徒の安全と学習環境の確保に万全を尽くしますので、ご
理解とご協力をお願いします。

●清水台小学校
　現在、仮設校舎の解体工事中です。10月末に終了する予定です。11月から屋
内運動場耐震改修工事を行い、25年2月に終了する予定です。

●荏原第六中学校
　現在、校庭整備、外構工事中です。12月に終了する予定です。

●御殿山小学校
　25年1月から一部改修解体工事を行います。25年7月から改築工事を行い、27
年3月に新校舎のしゅん工を予定しています。その後、校庭整備、外構工事を行い、
27年8月に終了する予定です。

　住民票が品川区になくても、区立小・中学校の入学ができます。
詳しくは学務課にお問い合わせください。

東日本大震災の被災地から品川区内に避難していて
品川区の学校の入学を希望するお子さん

●学校案内パンフレットやホームページで学校情報を提供しています。区
ホームページの「ライフステージ別ガイド」の「学校」からご覧ください。

回収時間外に、回収品目を施設に置いていく行為は
おやめください。
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授乳を楽しむコツを、助産師といっしょ
に体験しませんか。
日10月2日㈫午後3時～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親10人
（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

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10月1日㈪午後2時～4時
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

　
日10月16日㈫午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防、効果的な歯
磨き法（実技）と嫌がる場合の克服法
人歯が8本くらい生えたお子さんと保護
者15組（先着）
場申9月24日㈪から、電話で大井保健セ
ンター☎3772－2666へ

　
日9月24日㈪午後1時30分～3時30分
内専門歯科医師による講演と実技
人難病患者と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904ヘ

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） 2日㈫ 17日㈬ 12日㈮
うつ病あんしん相談 26日㈮ 17日㈬ 3日㈬
高齢期のこころの相談 23日㈫ 11日㈭ 22日㈪・24日㈬
児童思春期のこころの相談 3日㈬ 25日㈭ 25日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談

問各センターへ

10月

ウェルカムセンター原・交流施設の教室
初心者対象少年・少女野球教室

日10月14日㈰・21日㈰午後1時～3時（全2回）
持ち物／グローブ（持ってる人）、帽子、飲み物、運動のできる
服装
人小学1～4年生15人（抽選）
￥500円（保険料込）
場申10月2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

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）
9/21情報館 情報館は4〜7ページです

がん検診・健康診査など
　職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。
　検診の種類によって日時などが異なります。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、
健康課へお問い合わせください。

乳がん検診（予約制・受診券有り）…34歳以上（偶数年齢時） 各医師会、契約医療機関、検診車
子宮がん検診（受診券有り）…20歳以上（偶数年齢時）

契約医療機関
大腸がん検診…40歳以上
喉頭がん検診…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上
胃がんリスク検診…50・55・60・65・70・75歳
胃がん検診（予約制）…40歳以上

各医師会
肺がん検診（予約制）…40歳以上
成人歯科健診…40・45・50・55・60・65・70歳 契約医療機関
障害者歯科健診…20～35歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡
結核検診（予約制）…65歳以上 契約医療機関

肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方 品川・荏原保健センター
契約医療機関

健
康
診
査

詳しくはお問い合わせください。
問40～74歳の方
　・国民健康保険の方＝国保医療年金課保健指導係☎5742－6902
　・国民健康保険以外の方＝自分が加入する医療保険者にお問い合わせください。
　75歳以上の方＝国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

○�乳がん検診は、現在希望者が多く翌々月以降の予約となることがあります。
健康課☎5742－6743　品川区医師会☎3474－5609　荏原医師会☎3783－5167
品川歯科医師会☎3492－2535　荏原歯科医師会☎3783－1878

保育園・幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください

人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）　
※定員は実施園、実施内容により異なります。
申利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 希望の園へ　問実施園、保育課運営係☎5742－6724

●園庭開放
　月～土＝西五反田保
　月～金＝�東五反田保（午前10時～正午）、大

崎保（午後1時～3時）、冨士見台保（午
前10時～正午）、二葉保（午前10時
～正午）、伊藤保（午前10時～正午）

　月＝西品川保
　火・木＝荏原保（午前11時～午後0時30分）
　火＝西中延保（2日を除く）
　　　伊藤幼（午後2時～3時）
　水＝�西五反田第二保（午後0時30分～2時）
　　　第一日野幼（午後0時30分～2時）
　3日㈬・23日㈫＝台場保（午前10時～正午）
　17日㈬＝浜川幼、城南幼（正午～午後1時30分）
●身体測定
　 2日㈫＝�東品川保、西五反田保
　　　　　源氏前保（0歳）
　 3日㈬＝品川保（乳児）、源氏前保（1・2歳）
　 4日㈭＝東大井保
　 5日㈮＝源氏前保（幼児）
　 9日㈫＝荏原西保
　18日㈭＝西中延保
●運動会
　13日㈯＝�北品川保、八ツ山保、五反田保、中

原保、清水台保、冨士見台保、南ゆ
たか保、八潮西保、八潮南保

　27日㈯＝西品川保

●リズム遊び
　水＝二葉保（0・1歳）
　木＝南大井保
　金＝二葉保（2・3歳）
　17日㈬＝ゆたか保
●運動プログラム
　18日㈭＝旗の台保（午前9時30分～）
●絵本コーナー開放
　18日㈭＝西中延保
●お話し会
　23日㈫＝大井保
　25日㈭＝中原保
●キッズタイム　※午前10時～11時。
　 1日㈪＝伊藤保（2歳）
　15日㈪＝伊藤保（1・2歳）
　22日㈪＝伊藤保（0歳）
●お芋の会
　25日㈭＝西大井保、東五反田保
●施設開放
　3日㈬・29日㈪＝�八潮わかば幼（0～2歳児親子、

午前10時30分～正午）
●保育体験
　40園で実施（二葉つぼみ保育園を除く）

　10月に参加できる主な事業 ※保＝保育園、幼＝幼稚園

�※日程など詳しくは各園へお問い合わせくださ
い。各園のお問い合わせ先は区ホームページで
ご覧ください。

「食事処
どころ

　南品川・東品川」へ
出かけてみませんか
月に1回、手作りの食事を楽しみながら交流しましょ
う。栄養に関する話や、ミニ体操もあります。
●10～3月の日程
日時（全6回） 会場 定員

第2金曜日
11：30～13：00

南品川シルバーセンター
（南品川5－10－3） 20人

第4金曜日
12：00～13：30

東品川シルバーセンター
（東品川3－32－10） 15人

人自力で会場への往復ができる65歳以上の方（抽選）
￥2,400円（昼食代）
申10月1日㈪までに、電話で高齢者いきがい課いき
いき事業係☎5742－6733へ

母乳相談

思春期家族教室

むし歯撃退教室

難病患者のための口
こ う

腔
く う

リハビリ教室

ろば康ひ健

一部有料

　インフルエンザは、毎年11～2月頃の寒い時期に流行します。帰宅後のうがい
や、石けんでの手洗いの習慣、さらに規則正しい生活やバランスの良い食事を
心がけ体力をつけるなど、予防に努めましょう。
　また、予防接種も効果があり、特に高齢者や慢性の病気をお持ちの方にはお
勧めします。なお、接種の際はかかりつけの医師とよく相談してください。

接種期間／10月1日～25年1月31日
場契約医療機関
人区内在住で、次のいずれかにあてはまる方
①65歳以上（昭和22年12月31日以前生まれ）の方
②�60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器かヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能に障害がある方（障害者手帳1級程度の方）

自己負担額／2,200円（生活保護を受給している方は無料）　
※期間中1回に限る。
※10月1日までに必要書類を送ります。詳しくはお問い合わせください。
問保健予防課☎5742－9152

インフルエンザに気をつけましょう

●高齢者インフルエンザ予防接種
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子どもすこやか医療費助成制度
のおしらせ
乳幼児・子ども医療証は中学生以下のお
子さんの健康保険による診療の自己負担
分を助成します。現在、お持ちでない方
は申請してください。
人区内在住で、中学3年生（15歳）まで
のお子さん
※申請した日から助成が受けられます。
申お子さんと保護者の健康保険証と印鑑
を持って青少年育成課へ
●現在、有効期限9月30日までの医療証
をお持ちの方には、9月下旬に次の医療
証を送付します
①25年4月に小学生になる「乳幼児医療
証」をお持ちの方＝25年3月31日まで有
効の乳幼児医療証
②中学3年生（15歳）で子ども医療証を
お持ちの方＝25年3月31日まで有効の子
ども医療証
③①②以外の方＝25年9月30日まで有
効の医療証
───────共　　通───────
問青少年育成課手当・医療助成係
（本庁舎7階☎5742－6721）

食品衛生街頭相談
食中毒予防に関するパネル展示や相談を
受け付けます。
日10月3日㈬午前11時～午後3時
場大崎ニューシティ1階（大崎駅前）
問生活衛生課食品衛生担当
☎5742－9139

23年度子ども手当の申請期間が
終了します
23年10月分から24年3月分までの子ども
手当は、申請していないと支給されませ
ん。23年9月30日現在、子ども手当の受
給対象のお子さんを持つ方の住所が品川
区にあって、23年10月分以降受給して
いない方は申請が必要です。
申請期限／9月30日㈰
※事前にお問い合わせください。
問青少年育成課手当・医療助成係
☎5742－6721

第5回品川区まちづくりマス
タープラン策定委員会の開催
日9月28日㈮午後2時から
場第一委員会室（議会棟6階）
協議案件／地区別整備方針、計画の実
現に向けて
人10人（先着）
問・傍聴方法／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☎
5742－6532）へ

ふぐ加工製品の取り扱いが変わります
　「東京都ふぐの取扱い規制条例」の改
正により、24年10月1日から、今までふ
ぐ調理師以外は取り扱えなかったふぐ加
工製品＊について、保健所に届け出た場
合ふぐ調理師以外の人でも販売、調理・
加工ができるようになりました。
　取り扱いを予定している営業者の方は
事前に保健所へご相談ください。

問生活衛生課食品衛生担当
☎5742－9139

国民健康保険医療費を通知します
　品川区国民健康保険の加入者へ、1～
6月に医療機関・柔道整復師（接骨師）
に受診した際の医療費・施術費の月額を
お知らせします。医療（施術）費のうち
月額（10割）が10,000円未満の場合と
請求が遅れている場合は除きます。
　この通知は皆さんの健康づくりに役立
てていただくためにお送りするもので、
特に手続きの必要はありません。
問国保医療年金課給付係
☎5742－6677

国民年金保険料には免除・納付
猶予制度があります
保険料を納めることが困難な場合は、本
人・配偶者・世帯主の所得が基準以下
であれば、納付を免除する「保険料免除
制度」があります。また、失業したばか
りの方の所得を審査対象としない「特例
免除」や世帯主の所得を審査対象としな
い「若年者納付猶予制度」（学生を除く、
30歳未満対象）もあります。
申請に必要なもの／
・年金手帳や基礎年金番号がわかるもの
・失業した方は、離職日が23年3月31日
以降の雇用保険受給資格者証または離
職票
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

シルバー人材センター
入会出張相談
自分にあった仕事が見つかります。
日9月25日㈫午前10時～午後3時
場品川第二区民集会所
（南品川5－3－20）

人区内在住で、健康で働く意欲のある
60歳以上の方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713
※55歳からの再就職相談「サポしなが
わ」の入会相談も同時開催します。

第3回東京二十三区清掃一部事務
組合議会定例会を傍聴できます
日9月26日㈬午後3時から
人30人（先着）
場・傍聴方法／当日、午後2時から東京区
政会館20階（千代田区飯田橋3－5－1）へ
問同議会事務局☎5210－9729

おしゃべりコーナー
「ちえぶくろ」！！
日常的なことや相談してみたいこと何で
も話してみませんか。経験豊かな元民生
委員が相談にのります。

問高齢者いきがい課いきいき事業係　　
☎5742－6733

介護者教室
日9月29日㈯午後1時～3時
内食欲がないのはとしのせい？高齢者の
ための調理方法
人15人程度（先着）
場申9月28日㈮までに、電話で大崎在宅
サービスセンター（北品川1－16－5☎
5461－0830）へ

お知らせ

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

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

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22日㈷
23日㈰
30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22日㈷

� 酒寄医院� 東大井�2�－26－�3� ☎3761－3250
� おはらデンタルクリニック� 南品川�2�－�5�－�7� ☎3471－1181
� 寺岡歯科医院� 中　延�5�－�6�－14� ☎3787－0230
� 梅津柔道整復所� 東大井�3�－�5�－10� ☎3766－7082
� せきね接骨院� 戸　越�5�－19－12� ☎3784－2161

9月23日㈰

� おりしきみつるクリニック� 東大井�2�－19－11� ☎5762－2789
� 奥野歯科医院� 南品川�2�－14－17� ☎3474－3113
� 今村歯科医院� 中　延�3�－13－14� ☎3785－1419
� 大井接骨療院� 大　井�3�－26－�8� ☎3772－5847
� 昭和通り接骨院� 西中延�2�－�9�－13� ☎3788－7470

9月30日㈰

� 赤沼医院� 大　井�2�－21－10� ☎6809－9236
� なかだて歯科� 南品川�5�－�3�－27� ☎3450－6060
� 大原歯科医院� 中　延�2�－�8�－�3� ☎3781－5565
� 飯塚接骨院� 南大井�4�－11－�6� ☎3763－3270
� 小山接骨院� 戸　越�5�－10－�7� ☎3782－7568

  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29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

※重病の方は119番をご利用ください。
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）　 ●救急相談センター
　☎5272−0303	 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212−2323	
●品川消防署　　　　 ●大井消防署　　　　●荏原消防署
　☎3474−0119　　　	☎3765−0119　　　☎3786−0119　

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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内

内

内

内
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小
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小
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骨

骨

骨

骨

骨
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9月24日㈪～30日㈰は結核予防週間です
結核は「過去の病気」ではありません。品川区でも、年間100人前後の方が新
たに結核を発病し、最近では若者の発病者が増えています。
●こんな症状が出たら要注意です
咳や痰

たん

が2週間以上続く・かぜが治らない・かぜ薬が効かない・微熱・だるさ・
寝汗・体重減少
・上記の症状がある場合は、結核を疑い、マスクをして早めに医療機関に受診
をしましょう。
・早期発見は、本人の重症化を防ぐだけでなく、家族や学校・職場などへの感
染拡大の予防につながります。
●予防には免疫力の低下を防ぐことが大切です
・栄養バランスのとれた食生活を心がけましょう。
・疲労やストレスをためこまないようにしましょう。
●会社の健診などで、年1回は胸部エックス線検査を受けましょう
・65歳以上の区民の方は、区内契約医療機関で年1回、無料で胸部エックス線
検査が受けられます。

問保健予防課☎5742－9153

日時 会場
第2月曜日
9：30～12：00

南大井シルバーセンター
（南大井3－7－13）

第3水曜日
9：30～12：00

平塚橋シルバーセンター
（西中延1－2－8）

この運動をきっかけに、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止していきましょう。
◎�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。

◎�自転車も車両です。交通ルールを守り、交通事故に遭わない・起こさないよ
う注意しましょう。

問土木管理課交通安全係☎5742－6615

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。

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。

秋の全国交通安全運動実施中
9月30日㈰まで

反射材の
有効性は？

反射材の
購入は？

＊有毒部位が除去されたもの（身欠きふぐ、
精巣、ふぐ刺身、ふぐちり材料など）。
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9月20日㈭・21日㈮に開催の本会議での一般質問の様子が、ケーブルテレビ品川で放
送されます。区議会本会議の放送では、手話通訳を取り入れています。

ケーブルテレビで放送された会議の様子は、放送終了後に品川区議会ホームページで配
信します。また、DVD・ビデオテープを貸し出していますので、希望の方は電話で区議
会事務局☎5742－6810へ。

ケーブルテレビ放送
区議会の

内　　容 放送日時 内　　容 放送日時

伊藤　昌宏（自民）
9/24㈪20:00～20:45

鈴木ひろ子（共産）
9/26㈬21:00～21:45

（再）9/29㈯ 9:00～ 9:45 （再）9/30㈰ 9:00～ 9:45

塚本　芳弘（公明）
9/24㈪21:00～21:45

大沢　真一（自民）
9/27㈭20:00～20:45

（再）9/29㈯11:00～11:45 （再）9/30㈰11:00～11:45

藤原　正則（み・無）
9/25㈫20:00～20:45

金野　孝子（公明）
9/27㈭21:00～21:45

（再）9/29㈯14:00～14:45 （再）9/30㈰14:00～14:45

本多　健信（自民）
9/25㈫21:00～21:45

須貝　行宏（み・無）
9/28㈮17:00～17:45

（再）9/29㈯16:00～16:45 （再）9/30㈰16:00～16:45

木村　健悟（民・改）
9/26㈬20:00～20:45

阿部祐美子（民・改）
9/28㈮20:00～20:45

（再）9/29㈯17:00～17:45 （再）9/30㈰17:00～17:45

飯沼　雅子（共産）
9/28㈮21:00～21:45

（再）9/30㈰20:00～20:45

●9/20㈭ の一般質問 ●9/21㈮ の一般質問

今回の放送から、一般質問の
再質問・再答弁も放送します。

8
はちさん

3運動にご協力を
83運動とは、「子どもを見守ることを生
活の一部としよう」という活動です。登
下校時刻の午前8時と午後3時だけでな
く、買い物や散歩など普段の生活の中で、
子どもたちの存在を意識し見守ってくだ
さい。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

　

荏原水泳教室チャレンジコース
日11月9日～25年3月29日の金曜日
午後1時30分～3時（全19回）
人16～69歳で健康な方40人（抽選）
￥2,700円（保険料込、プール入場料別）
場申10月8日㈷までに、往復はがきで
コース名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を荏原文化センター（〠142－
0053中延1－9－15☎3785－1241）へ
説明会／10月19日㈮午後3時から
※説明会当日、過去1年以内の健康診断
結果の写しを提出していただきます。

バウンドテニス教室
日10月16日～11月13日の火曜日
午前9時30分～11時30分（全5回）
人16歳以上の方30人（抽選）
￥2,500円（保険料込）
場申10月5日㈮までに、往復はがきで教室
名、住所、氏名、電話番号を戸越体育館へ

少林寺拳法初心者教室
日10月6日～12月15日の土曜日
午後6時～7時45分（全9回）
場戸越体育館
人小学生以上の方20人（先着）
￥6,000円
主催／少林寺拳法連盟
申10月6日㈯までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

初心者ボウリング教室
日10月22日～11月19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（ゲーム代・靴代込）
申10月5日㈮までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

初級・中級硬式テニス教室（午前）
日10月30日～12月18日の火曜日
午前10時30分～午後0時30分（全8回）
※10月30日は午前11時～午後1時。
※雨天予備日12月25日㈫。
場東品川公園庭球場（東品川3－14－9）
人学生を除く、16歳以上でラリーのでき
る方20人（抽選）
￥10,000円（保険料込）
主催／品川区テニス連盟
申9月30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、
テニス歴をスポーツ協会へ

水泳教室
日内①女性教室〈IK〉＝11月7日～25年
3月27日の水曜日
午前9時30分～11時（全19回）
②ゆうゆう健康教室〈IU〉（水中運動・
競泳指導コース）＝11月8日～25年3月
28日の木曜日午前11時30分～午後1時
（全20回）�
場伊藤学園温水プール（大井5－1－37）
人①16＊～65歳の方10人②50歳以上の
方20人（抽選）
＊の年齢は、25年4月1日現在。
￥①11,400円②12,000円と年間登録費
1,500円（保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申9月30日㈰までに、往復はがきで教室
名、コース、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�
※参加者には、健康診断書を確認させて
いただきます。
※ＩＵは、水中運動か競泳を選んで記入。

八潮スポーツ吹き矢交流大会
日10月8日㈷午後1時～5時
￥500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

　

マンション管理セミナー
日10月20日㈯午後1時～3時30分
場講堂（第三庁舎6階）
内講演「マンション暮らしのトラブルあ
れこれ」
講師／船島伸広（弁護士）
人分譲マンションの居住者や管理組合役
員の方、関心のある方100人（先着）
※区内在住の方優先。
申はがきかFAXに「管理セミナー」とし、
代表者の住所・氏名・年齢・電話番号、
マンション名、参加人数を都市計画課住
宅運営担当（〠140－8715品川区役所
☎5742－6777�Fax5742－6889）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

健康づくり運動指導者育成セミナー
日10月27日㈯、11月10日㈯・17日㈯・
24日㈯
午後1時30分～3時30分（全4回）
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
内健康づくりのための筋力トレーニング
（講義・実技）
講師／髙順姫
（ヘルスフィットネスインストラクター）
人全回出席できる中高年向けの運動指導
者を目指す方30人（抽選）
￥1,000円
申10月5日㈮までに、電話で健康課健康
づくり係☎5742－6746へ

環境学習講座「秋の寄せ植え」
野菊にススキを添えた寄せ植えです。
日10月26日㈮午後1時30分～3時30分
講師／角方悦子（秋草会会員）

持ち物／作品を持ち帰るビニール袋
人20人（抽選）
￥530円（材料費、保険料）
場申10月1日㈪（必着）までに、往復は
がきで参加者の住所・氏名・年齢・電話
番号を環境情報活動センター（〠140－
8715品川区役所第三庁舎3階☎5742－
6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

地域読み聞かせボランティア養成講座
「紙芝居を知ろう・演じてみよう」
日11月9日㈮・16日㈮
午後2時～4時（全2回）
人区内在住か在勤の方30人（抽選）
場申10月19日㈮（必着）までに、往復
はがきで講座名、住所、氏名、電話番号、
活動している方は施設名を品川図書館
（〠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。

東品川文化センター利用者協議会
「健康体操」
日10月4日～11月8日の木曜日
午前10時～11時30分（全6回）
人40人（抽選）
￥500円（教材費）
場申9月27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

立正大学心理学部公開講座
社会と自分をみつめる心理学
日10月26日㈮午後6時30分～8時30分
27日㈯午後3時～5時（全2回）
場同大学（大崎4－2－16）
内マインドコントロールに脅かされる現
代社会、心理検査が伝えるこころの声
人16歳以上の方200人（抽選）
※お子さんの同伴可。
申10月5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

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）
9/21情報館 キッズクラブ、シニアクラブは4ページ、健康ひろばは4・5ページです

講座・講演

スポーツ

お知らせ

日程（全3回） テーマ 講師
10/15
㈪

歴史叙述とマンガを結びつける
「差異の思考」　 田中聡（立命館大学教授）

10/29
㈪

「おくりびと」
日本人のけがれ意識と差別　 川元祥一（作家）　

11/12
㈪

「シンドラーのリスト」　
1,200人の生命と未来を守った男 芝健介（東京女子大学教授）

　
日程（全3回） テーマ 講師

11/2
㈮

重い障害の人が地域の中で生き
ること　ドキュメンタリー映画
「朋の時間～母たちの季節～」

生田目昭彦
（訪問の家「朋」施設長）　

11/16
㈮

差別に関するドキュメンタリー
と大学での歴史教育 新井勝紘（専修大学教授）

11/30
㈮

高齢期の人が最期まで自分らしく
生きる力を引き出す「ヘルプマン!」

高齢者福祉課
主任ケアマネジャー

場中小企業センター（西品川1－28－3）
人16歳以上の方各50人（抽選）
託児（昼コース）／2歳～就学前のお子さん2人以上で実施　
※おやつ代300円。
申10月1日㈪までに、はがきか電話、FAXで講座名、希望コース、
住所、氏名（ふりがな）、電話番号、手話通訳の有無、託児（昼）希
望の方はお子さんの氏名（ふりがな）・性別・月年齢を文化スポーツ
振興課生涯学習係へ
○区ホームページから電子申請もできます。

　昼コース（午後2時～4時）　 歴史との接点

　夜コース（午後7時～9時）　 人として生きる

共　

通

人権啓発・社会同和教育講座Ⅰ
映画・マンガとともに考える人権～心を耕しながら

日10月13日㈯午後1時30分～4時30分
場講堂（第三庁舎6階）
講師／鈴木志保子（神奈川県立保健福祉大学教授）
人100人（先着）
申10月5日㈮までに、電話で品川保健センター
☎3474－2225へ

スポーツ選手の食事から学ぶ
健康栄養学

健康大学しながわ��第4回公開講座

動ける体になる
食のヒント



（7）

区民大学明治学院大学連携講座
持続的社会を創るための環境・エネル
ギー政策について話します。
日10月20日㈯・27日㈯、11月10日㈯
午後2時～4時（全3回）
場こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）
講師／熊本一規（明治学院大学教授）
人16歳以上の方90人（抽選）
託児／2歳～就学前のお子さん
※2人以上で実施。
申10月5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・性別を文化スポーツ振興
課生涯学習係へ

小規模事業者向け講演会
「ストレスに負けない仕事と暮らし」
日10月19日㈮
午後2時～4時（午後1時30分開場）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／香山リカ（精神科医）
人40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

品川図書館秋の講演会
「笑いと健康」
日10月20日㈯午後2時～3時30分
場六行会ホール（北品川2－32－3）
講師／江戸家猫八（演芸家）
人250人（先着）
申電話で、品川図書館☎3471－4667へ
○区ホームページから電子申請もできま
す。

メイプルカルチャー講座
現在募集中の講座です。定員になり次第
締め切ります。
①ウクレレで弾き語りを楽しもう！
～フィンガーエクササイズで脳活性
日10月10日～12月12日の水曜日
午後3時30分～5時30分（全6回）
人18人（先着）
￥10,800円（教材費別）

②土曜日に学ぶ実用書道
～毛筆・ペン字
日10月13日～12月15日の土曜日
午後6時30分～8時30分（全6回）
人20人（先着）
￥9,000円（テキスト代別）
③ガラスペイント～ガラス製品絵付け
日10月11日～12月13日の木曜日
午後1時～3時（全6回）
人16人（先着）　￥10,800円（教材費別）
④英語で紹介する日本
日10月19日～12月7日の金曜日
午後6時30分～8時（全5回）
人自分や周囲の簡単なことを話すことが
できる初中級レベルの方10人（先着）
￥11,000円（テキスト代別）
⑤バードカービング
日10月12日～12月21日の金曜日
午後3時30分～5時30分（全8回）
人16人（先着）　￥14,400円（教材費別）
⑥強く、しなやかな心と体をつくる
～カンフーエクササイズ入門
日10月12日～12月21日の金曜日
午後6時45分～8時15分（全10回）
人12人（先着）　￥15,000円
───────共　　通───────
場申電話で、同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ

　

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
親子で楽しく、リサイクルの過程を追っ
かけ、取材しましょう。
日10月27日㈯（午前8時区役所集合・
午後6時解散、往復バス）
場品川区資源化センター、丸富製紙沼津
工場など
人区内在住で、リサイクルに関心のある
親子40人（抽選）
申10月4日㈭（必着）までに、電話かは
がき、FAXで参加者全員の住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号を品川区清掃
事務所（〠141－0032大崎1－14－1☎
3490－7098�Fax3490－7041）へ

秋季品川区囲碁大会参加者募集
日10月28日㈰午前10時から
※午前9時30分から受け付け。
場総合体育館
内段・級クラス別個人戦
人9級以上の方
￥1,000円（昼食代込）
申10月18日㈭までに、往復はがきに「囲
碁大会」とし、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、棋力（段・級の自己申
告）を文化スポーツ振興課文化振興係へ

しながわ発見お宝さがし
「鬼平犯科帳」と品川宿
「鬼平犯科帳」に登場する場所を、ガイ
ドと一緒にめぐるまち歩きです。
日10月20日㈯
①午前10時～午後0時15分
②午後1時45分～4時　
※小雨決行。
コース／北品川駅集合～旧東海道周辺
～品川寺解散
人高校生以上の方各20人（抽選）
￥500円
申10月12日㈮（必着）までに、往復は
がき（3人まで）で希望番号、全員の住所・
氏名・年齢、代表者の電話番号をしなが
わ観光協会（〠140－0014大井1－14
－1）へ
問同協会☎5743－7642
商業・観光課☎5498－6350

小学生による
清掃リサイクルポスター展
優秀作品はリサイクルカレンダーに掲載
したり、収集車両に貼り出します。
日9月23日㈰～30日㈰午前9時～午後5時
※24日㈪・29日㈯を除く。
※25日㈫は午後7時まで。30日㈰は正午
まで。
場第二庁舎3階ロビー
問品川区清掃事務所☎3490－7098

ひとり親家庭親子バーベキュー
日10月8日㈷午前11時～午後2時
※雨天決行。
場潮風公園（東八潮1・2）

人ひとり親家庭の5歳以上の親子50人
（抽選）
￥1,300円、小学生以下500円
※9月29日㈯・30日㈰午後6時～7時きゅ
りあんで事前に集金します。
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申9月27日㈭までに、電話で子育て支援
課児童家庭相談係☎5742－6589へ

中延複合施設くつろぎ祭
日10月6日㈯午前11時～午後2時30分
内盆踊り、模擬店、ゲームコーナー他
場参当日、中延特別養護老人ホーム（中
延6－8－8☎3787－2951）へ

品川＆早川ふるさと交流
紅葉の森散策プラン
ガイドツアー中に採集した葉っぱを押し
葉にし、しおり作りも楽しめます。
日11月12日㈪～25日㈰の内1泊
場町営ヘルシー美里（温泉）
人区内在住か在勤の方
￥6,300円、小学生5,670円
（1泊2食付き宿泊費、プログラム参加費、
消費税）
申電話でヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

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

問地域活動課☎5742－6687

　予約受付	
必要事項（代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人数など）を電話かFAX、
ホームページ予約フォームで各施設へお申し込みください。

○品川荘・光林荘を経営する民間事業者が運営する他の施設も利用できます。詳しくはホー
ムページをご覧いただくか上記施設へお問い合わせください。

施設名・住所・連絡先 区民（区内在住・
在勤）の方 区民以外の方

伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321　Fax0557－35－0345
HP www.shinagawasou.com/

利用月の
6カ月前の1日より

4月分の受付／
10月1日㈪より

※ゴールデンウイーク
期間25年4月27日～
30日は抽選

利用月の
4カ月前の1日より

日光市細尾町676－1
☎0288－54－0988　Fax0288－54－0954
HP www.korinsou.com/

※予約受付は先着順。ただし繁忙期は抽選、締め切りはそれぞれの受付開始月の月末。
※ゴールデンウイーク期間（25年4月27日～5月5日）は繁忙期です。4月分（4月27日～
30日）は10月31日㈬締め切りで抽選となります。
※区民の方は区の補助による料金の割り引き（大人4,000円、子ども2,800円など）があるので、
宿泊時に住所などが確認できるもの（運転免許証、健康保険証、社員証など、障害者の方は障
害者手帳など）を宿泊者全員分お持ちください（確認できない場合は補助は受けられません）。

品川荘

光林荘

受付時間　午前9時～午後6時

保養所をご利用ください！ 各施設へ
お問い合わせください

催　し ★

★

迫力ある360度の
全天デジタルシステム

五反田文化センター
プラネタリウム

場問同センター�（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451）

　★10月のプラネタリウム

日内土・日曜日、祝日　※投影時間は約50分。
①午前11時＝親子向け投影 ｢あきのおほしさま｣
②午後1時30分③午後3時30分＝特集のお話「流れ星を見よう」
※各回とも、前半は当日の星空解説。�※10月27日㈯の③は休止。
※10月20日㈯・21日㈰は「ふれあい文化祭」のため内容が変わ
ります。　
人①小学3年生以下のお子さんと保護者86人②③各86人（先着）
￥各200円、4歳～中学生50円　※小学生未満は保護者同伴。
観覧方法／当日、会場へ

  1 特別投影　｢林完次の星空散歩｣

日10月27日㈯午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（抽選）　�￥300円、小・中学生100円

  2 10月の天体観望会「秋の二重星とガーネットスター」

日10月12日㈮午後6時30分～8時
講師／松谷研、宮坂憲央
人80人（抽選）　※中学生未満は保護者同伴。

申1は10月5日㈮、2は9月28日㈮（必着）までに、往
復はがき（4人まで）で講座名、住所、電話番号、参加
者全員の氏名（ふりがな）・年齢を同センターへ
※定員に満たない場合は、1は10月9日㈫、2は10月1日㈪
午前10時から電話受付（先着）。

共
通

10月1日㈪～6日㈯、10月15日㈪～
11月3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
HP www.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

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



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。

● 功労者表彰
● 品川歴史館特別展

次号予告　10月1日号
平成24年（2012）

9/21
広　報

1844号

古紙配合率70％再生紙を使用しています

屋根に降った雨水をタンクにためて
●庭木の水やり（水道代節約）
●いざというときの水の確保
●浸水被害の軽減

などに役立ちます。

《助成対象》
●区内に雨水利用タンクを設置する方

《助成内容》
●タンク本体購入費とタンク設置工事
費を合わせた額の2分の1を助成
（上限5万円。そのうちタンク設置工事
費の上限は1万5千円）

宅地内の雨水排水設備（管や桝
ます
）を浸透式にすることにより、雨水を地中に浸透

させ、浸水被害を軽減させます。

《助成対象》
●区内で新築・改築などにより浸
透施設を設置する方

《助成内容》
●設置工事費の全額を助成（1件
上限40万円）

建物の新築・改築を予定している皆さんへ

雨水利用タンク設置助成 宅地内雨水浸透施設設置助成

雨水を利用した
家づくり

浸水被害を軽減する
まちづくり＋ 助成 制度を

浸透管雨水浸透ます

利用して　
みませんか

河川下水道課水辺の係☎5742−6794問い合わせ●利用要件や申込方法など、詳しくは事前にお問い合わせください

雨水利用タンク

品川区暴力団排除条例
　区民の安全で平穏な生活を確保することや事業活動の健全な発展のため、暴力団排除
活動に関する4つの基本理念と区の責務などを定めました。

●�区が設置する公の施設での措置
　�なぎさ会館やきゅりあんなど、区が設置する施設の使用目的が、暴力団
の活動を助長し、運営に役立つような場合は、暴力団が使用することを
承認しません。

●区の事務事業に係る暴力団排除
　区の全ての契約から暴力団を排除します。
●警察などへの協力要請
　�暴力団排除の措置を行う場合、必要なときは警察などへの協力を要請し
ます。
●広報・啓発
　�区民などに暴力団排除活動への関心が高まるよう、広報・啓発を実施し
ます。
●区民などに対する支援
　�区民などが暴力団排除活動に取り組むことができるよう、情報の提供、
助言などの支援を実施します。

●青少年の教育に対する支援など
　�青少年が暴力団への加入や犯罪被害を受けることがないよう、青少年の
教育や育成に携わる者に対し、情報の提供、助言などの支援を実施します。

国・都の取り組み
　国は、平成3年5月に、国民の自由と権利を保護するため「暴力団員
による不当な行為の防止等に関する法律」（暴力団対策法）を制定し、
みかじめ料を要求する行為や公共工事の入札に参加させることを要
求する行為など、暴力団員の行う暴力的要求行為について必要な規
制を定めました。
　都は、23年10月1日に、「東京都暴力団排除条例」を施行し、都と都民、
事業者の役割などを規定することで、暴力団による不当な影響を排除
することとしました。

品川区は暴力団の
排除活動を推進します
　区では、国や都の暴力団対策を受け、警察などとの強い連携をもって暴力団排除活動に取り組むこととし、
「品川区暴力団排除条例」を制定して10月1日から施行します。
　区民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

問い合わせ

●暴力団と交際しない
●暴力団を恐れない

●暴力団に資金を提供しない
●暴力団を利用しない

基本理念

区の主な
取り組み

品川警察署 ☎3450－0110
大井警察署 ☎3778－0110
大崎警察署 ☎3494－0110
荏原警察署 ☎3781－0110

暴力団追放運動
推進都民センター

0120－893－240
※月～金曜日(祝日を除く)
午前９時～午後5時

暴力団による不当な行為を
見たり聞いたりした場合は、

すぐに警察などにお知らせください。

品川区防犯マスコット　しなぼう地域活動課生活安全担当☎5742－6592


