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「子どもの虐待を防止する」という
メッセージが込められているオレ
ンジリボンを使用して、11月の
児童虐待防止推進月間を中心に
広報・啓発活動を行い、児童
虐待防止運動について広く
知っていただくためのキャ
ンペーンです。
オレンジリボンたすきリレー
オレンジリボンをたすきに仕立て、渋谷ハチ公前
から横浜の山下公園まで、リボンをつなぎながら
リレーをします。ぜひ、応援に来てください。
日10月28日㈰午前11時40分頃
場第一京浜国道沿い（北品川駅～新馬場駅）
中継点／品川児童相談所（北品川3－7－21）

○児童センターでは、虐待防止啓発講座を開催す
る予定です。

「ほっとファミリー」の里親や里子の方の話を聞く
貴重な機会です。
日11月17日㈯午前10時～11時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人100人（先着）
申電話かFAXで発表会名、住所、氏名、電話番号
を子育て支援センター（☎5749－1032 Fax5749－
1036）へ

○ほっとファミリーとは
いろいろな理由で親と一緒に暮
らすことのできない子どもたち
を、一定期間養育する養育家庭
を、東京都では「ほっとファミ
リー」と呼んでいます。

日11月21日㈬午前10時～11時30分
場家庭あんしんセンター（平塚2－12－2）
内「しつけと虐待～子どもの育ちを支えるため
に～」
講師／片倉昭子（元品川児童相談所児童福祉係長）
人30人（先着）
託児／2歳以上のお子さん8人（先着）
※お子さんと同室での受講はできません。
申11月14日㈬までに、FAXか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・
年齢・性別を子育て支援センター（☎5749－1032
Fax5749－1036 kosodate@shinagawa-kodomo
mirai.jp）へ

「地域貢献施設」は、地域に情報を発信するギャラリーと軽
食なども提供できるレストギャラリーからなり、このエリ
アにお住まいの方や働いている方などの活動・交流を活発
にするための場です。たくさんの方に施設を知ってもらい、
出会いやふれあいの場として利用してもらうために、親し
みやすい愛称を募集します。
日11月21日㈬（必着）まで

応募方法など、詳しくは区役所や施設で配布する申し込み
用紙をご覧ください。

オレンジリボン・キャンペーン 子育て支援センター主催子育て講座

五反田駅
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崎

五反田駅

ギャラリー
レストギャラリー

五反田ふれあい水辺広場五反田ふれあい水辺広場

目黒川

山本橋

五反田ふれあい水辺広場

地域貢献施設
の愛称を募集します

問大崎・五反田タウンマネージ
メント☎3447－7697
都市開発課☎5742－6763

11月は児童虐待防止推進月間です

厚生労働省全国公募「児童虐待防止推進月間」標語最優秀作品

問い合わせ／／子育て支援課児童家庭相談係☎5742－6959

児童虐待問題は社会全体で解決しなければならない重要な課題です。区では関係機関と協力しながら、児童虐待
の予防・発見、啓発に努めています。また、近隣・知人の方からの連絡が子どもを虐待から守る大きな手助けとなっ
ています。地域ぐるみで子どもを虐待から守りましょう。

●もしかしたら…虐待かな？と思ったら迷わず、すみやかに下記までご連絡ください。

児童虐待・DVは　☎3772－6622
※緊急の時は迷わず110番通報してください。

養育家庭体験発表会

しながわ見守りホットライン　連絡された方の秘密は守られます。

小さな気づき
保護者や子どもの様子から、「何となく
変だな」「気になる」と感じた時、虐待
に気づくサインが隠されています。

虐待のサインを虐待のサインを
キャッチするキャッチする 3つの不自然3つの不自然

親の様子が不自然
・子どものけがに不自然な言い訳をする。
・「子どもがかわいくない」と言う。
・説明の内容がコロコロ変わる。

親子関係が不自然
・子どもが過度に親の顔色をうかがう。
・親が子どもの行動に無関心・冷淡で
ある。

子どもの様子が不自然
・ガツガツ食事をする。
・夜遅くなど、不自然な
時間に出歩く。

高齢者虐待は☎3772－6699
障害者虐待は☎3772－6605

10月16日㈫まで児童虐待防止PR活動の一10月16日㈫まで児童虐待防止PR活動の一
環として区役所本庁舎と第二庁舎の3階連絡環として区役所本庁舎と第二庁舎の3階連絡
通路で「パネル展示」を行っています。通路で「パネル展示」を行っています。
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ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（10月1日現在）216,411,427円

10月1日現在、204,033,520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
（7,533,520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

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

使い捨てになるものは極力使わないようにし、無駄にな
るものを買ったりせず、毎日の生活の中でごみになるも
のを減らしましょう。「マイバッグ」や「マイ箸」、「マイ
ボトル」を使いましょう。

使わなくなったものをそのまま生かして、繰り返し使い
ましょう。詰め替え商品を使い、ボトルは繰り返し使い
ましょう。リサイクルショップやフリーマーケット、リ
サイクル情報紙を利用しましょう。

部品交換・修理などで、物は大切に使いましょう。
※区内で修理してくれるお店を区ホームページなどで紹介してい
ます。

資源として新しいものに生まれ変わらせて再利用しま
しょう。資源はきちんと分別し、資源ステーション回収
などに出しましょう。

10月は「3Ｒ（スリーアー
ル）推進月間」です

　3Ｒとは、ごみを減らすための3
つの行動【Reduceリデュース】ご
みを出さない（発生抑制）、【Reuse
リユース】繰り返し使う（再使用）、
【Recycleリサイクル】資源として
再利用する（再生利用）、の頭文字
です。
　使い捨て型社会から循環型社会に
変えていくため「もったいない」の
精神を大切にして、3Ｒ活動を広げ
ていきましょう。
※本紙21日号で毎月リサイクルや
拠点回収などについて掲載していま
す。

使っていない日用品や買い換えで使わなく
なった家具など、「捨てるのはもったいない」、
そんな愛着が詰まった品物を「リボン」でも
う一度よみがえらせてみませんか。

リサイクルショップ「リボン」は、NPO法人「エコタ
ウンしながわ」が品川区の協力を受けて運営していま
す。
「リボン」という店名は、人と人とを結びつける「ひも」
としてのイメージと、英語の「リ・ボーン（再生）」と
いう単語から生まれた名前です。

洋服ダンスや大きなダイニングテー
ブルから、小型の衣装ケースなど、
たくさんの家具がそろっています。
営業時間／午前11時～午後5時30分
定休日／水曜日
住所／広町2－1－36（第三庁舎2階）
電話／5742－6933
※お預かりした商品のほか、粗大ご
みで出されて再利用できる家具など
の販売も行っています。

洋服や、バッグ、ガラス製品・陶漆
器などが店内に並んでいます。婦人
服が一番の売れ筋です。
営業時間／午前11時～午後7時
※祝日は午後5時まで。
定休日／水曜日
住所／旗の台5－13－9
電話／5498－7803
※衣類はクリーニング済み、または家
庭で洗濯・アイロン掛け済みのもの。

◉出品の仕方（両店共通）
出品できるのは18歳以上の方（区外も可）で、事前に

電話予約が必要です。登録時には住所の確認できるもの（保険証、免
許証など）が必要です。

１人1回20点まで。価格（1点につき3万円まで）は相
談して決めます。出品時に1点につき預かり手数料100円をいただき
ます。家具などは別に保証金を預かります。

店内へ商品として4週間展示します。
売れた品物の精算をします。販売実費として売上商品価

格の40％を手数料としていただきます。

感謝をこめて毎月抽選会を開催します。
期間／10月から12月26日までの2千円以上のレシートが応募
券になります（裏に住所・氏名を記入して各店頭の応募箱に投函）
抽選日時／10月30日㈫、11月29日㈭、12月27日㈭
いずれも午前11時から、各店頭にて抽選
※毎回両店合わせて25人の方にお買い物券が当たります。

日時／10月13日㈯～18日㈭午後1時～4時
※身分証明書を持って、予約なしでお持ちください。
※出品は１人1回10点までです。
※詳しくはお問い合わせください。

3つの　 で、循環型社会へ

リサイクルショップ
大井町店

旗の台店

電話予約1

出　品2

展　示3
精　算4

開店15周年記念　抽選会

旗の台店「スポーツブランド品」の出品募集

問い合わせ／／品川区清掃事務所リサイクル推進係　☎3490－7098
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コース No. 曜日 開始時間 定員
はじめよう！エクササイズ
（身体機能調整運動） 1

月

  9:15

各
35人

ストレス解消！のびのび体操 2 13:25
さわやか体操＆背骨ケア 3 14:35
エアロ＆スーパー引き締め 4＊ 19:45
中高年の健康運動 5 水 16:00
ボールで肩こり腰痛解消 6 木   9:15
カラダづくり健康体操 7 18:30
朝の健康リズム体操 8

金
  9:15

肩こり・腰痛解消体操 9 11:35
燃えろ！！脂肪 10 15:30
ステップ DE シェイプ 11 月 15:45

各
30人ステップ＆スーパー引き締め

12 11:20
13 水   9:15
14 金 19:45

キッズダンス（５～９歳） 15 月 17:00 各
20人キッズHipHop（小4～6） 16 木 17:15

 （1歳） 17 金 12:55 各
20組親子で頑張ろう （2歳） 18 土 12:10

 （3歳～5歳11カ月） 19 13:20

コース No. 曜日 開始時間 定員
グループパワー 20 水 20:00 25人
初めてボクシングフィットネス 21 火 19:45

各
35人

本格ボクシングフィットネス 22 木

はじめてフラダンス 23 火 14:10
24 金 17:05

ステップアップフラダンス 25 火 13:00
フィットＨula（フィットネスフラダンス） 26 木 13:30

はじめて太極拳 27 火 15:20
28 木 16:00

ステップアップ太極拳 29 火 16:30
はじめてピラティス 30 水 14:50
骨盤ピラティス 31 土 15:45
骨盤調整エクササイズ 32 木 14:45
骨盤エクササイズ 33 日 11:30

ヨーガでリラックス　★

34 木 10:2535
金36 14:15

37 18:30
38 土 20:00
39 日 12:45

※★は同一種目内で1人1通。
※No.17～19・87～113は親1人子ども1人で1組。
※No.15～19・87～146の月齢・年齢は、24年11月
30日現在。
※区内在住・在勤・在学の方を優先し抽選。
※申請者以外は入室不可（託児なし）。
※コースの変更・振り替え・返金は不可。
※定員に満たないコースは、11月11日㈰午前9時か
ら受け付け（先着。初日は電話予約のみ）。
※定員の半分に満たないコースは閉講する場合が
あります。

人15歳以上の方（抽選）　※No.15～19・
87～146は除く。
申10月21日㈰（必着）までに、往復はがき
（1コース1枚）でコース、No.、住所、氏名
（ふりがな）、年齢、電話番号、区内在勤か
在学の方は会社名・学校名と所在地・電話
番号、No.15～19・87～146はお子さんの
氏名（ふりがな）・生年月日を、No.1～39は
荏原健康センター（〠142－0063荏原2－
9－6☎3788－7017）、No.40～356は品川
健康センター（〠140－0001北品川3－11
－22☎5782－8507）へ

No. 費用
4 6,500円
1～3・5～19 各  7,000円
20～39 各  8,400円

［荏原健康センター］

No. 費用
131 6,500円
114～130・132～146 各  7,000円
40～50・87～113 各  8,400円
52～62・86 各  9,800円
51・63～68 各11,200円
80・304～307 各13,000円
69～79・81～85
301～303・308～356 各14,000円

201～204 各15,600円
205～240 各16,800円

［品川健康センター］

荏原健康センター（荏原2－9－6）

全14回（＊は全13回）

301

月

13:00
302 14:00
303 16:00
304＊ 18:00
305＊ 19:00
306＊ 20:00
307＊ 21:00
308

火

9:30
309 10:30
310 11:30
311 13:00
312 14:00
313 16:00
314 18:00
315 19:00
316 20:00
317 21:00
318 水 9:30
319 10:30

ゴ
ル
フ　

★　
（
定
員
は
各
10
人
）

コース No. 曜日 開始時間

コース No. 曜日 開始時間 定員

体
操
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

シェイプアップエアロ 40 月 10:45 各
42人41 水 13:15

ステップシェイプ 42 20:00 40人
モーニングストレッチ 43 火 9:30 25人
健康リズム体操 44 13:15 36人
姿勢改善！ウオーキング体操 45 水 10:45 各

25人肩こり・腰痛解消教室 46 木
筋肉トレーニング（初級） 47 日 9:30 27人
身体メンテナンス 48 月 12:30 各

25人やさしい骨盤体操 49 木 11:45
はじめての体づくり 50 金 14:30
骨盤調整エクササイズ 51 火 19:00 20人
ボクシングフィットネス 52 土 19:30 45人

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

やさしい一楽庵太極拳 53 水 9:45 40人
はじめて太極拳 54 火 13:00 20人

やさしい気功 55 月 9:30 各
40人56 火 10:45

ヨーガでリラックス　★

57 11:15 25人
58 木 20:00 各

50人59 金 10:00
60 20:00
61 土 14:15

各
25人

62 18:45
アロマデトックスヨーガ 63 木 19:45
かんたん骨盤ヨーガ 64

水
14:30

ピラティスストレッチ 65 12:00
ペルヴィスピラティス 66 18:50

ピラティス 67 月 11:15
68 木 13:00

バ
レ
エ

はじめてクラシックバレエ 69 火 18:50 各
40人 （初級）クラシックバレエ

 （初中級）

70 金 11:10
71 土 12:30
72 17:00

各
20人

ダ
ン
ス

はじめてフラダンス
73 月 15:45
74 火 19:50
75 金 14:30

ステップアップフラダンス 76 月 14:25 35人
77 火 18:40

各
20人

ビューティフラ（フィットネス） 78 土 16:00
はじめてタップダンス 79 水 18:40
はじめてフラメンコ 80＊ 月 19:30
Viva ! フラメンコ 81 木 18:45
はじめてベリーダンス 82 金 19:30 21人
バーレスクダンス 83 土 14:00 50人
ダンスベーシック（ストリート・ラテン） 84 水 20:00 各

20人ジャンべをたたいて踊ろう！ 85 日 17:00
はじめてヒップホップ 86 金 19:00

親
子
（
親
１
人
・
子
１

人
で
１
組
）

ベビーヨーガ　★
（2カ月～1歳５カ月）

87 月 13:45

各
21組

88 火 10:00
89 木 10:3090

金ベビーマッサージとママの産後ケア
（６カ月～1歳５カ月） 91 13:00

親子でヨーガ　（1歳6カ月～4歳） 92 11:45

コース No. 曜日 開始時間 定員

親
子
（
親
１
人
・
子
１
人
で
１
組
）

赤ちゃん親子・ママビューティー　★
 （1カ月半～11カ月）

93 月 11:45 20組
94 火 12:00 30組
95 水 13:40 各

20組96 木 14:15
赤ちゃん親子・産後ビューティー（1カ月半～８カ月） 97 水 12:00 30組
ママとベビーのフィットリトミック　★
（8カ月～1歳６カ月）

98 火 11:45 各
20組99 木 12:00

よちよち親子・ママビューティー　★
（1歳～２歳６カ月）

100 月 13:15

各
21組

101 水 12:00
102 金 9:30

わんぱく親子・ママビューティー　★
（2～5歳）

103 火 13:15
104 水 10:15

わんぱく親子・体操名人 （2～5歳） 105 木 12:00 30組
わんぱく親子・元気家族 （2～5歳） 106

土
11:20 20組

よちよち親子・元気パパ（1～3歳） ★ 107 11:45

各
21組

わんぱく親子・元気パパ（3～7歳） 108 13:00
親子・ （1～4歳）
元気ファミリー　★ （3～6歳）

109 日 11:00
110 12:15

ママダンス with ベビー （1～3歳） 111 月 10:00親子で楽しく！ （6～12歳）
フラダンス （3～6歳）

112 土 各
20組113 12:35

子
ど
も
体
操

ヒヨコ（3・4歳）　★

114 月
14:30

16人
115 火 22人
116 木 各

16人117 金

15:45ウサギ（5・6歳）　★
118 月 22人
119 火 16人
120 木 各

22人
タイガー（小1～3）　★

121 月
16:55122 火 16人

123 木 22人
キッズビート体操（3歳5カ月～6歳） 124 水 15:45 45人
キッズビート体操・ホップ（4～6歳） 125 木

各
20人

キッズ空手（新極真会）（5歳～小4） 126 16:55
キッズレスリング（5歳～小4） 127 金 17:00

子
ど
も
ダ
ン
ス

キッズヒップホップ（5～7歳） 128 16:55
キッズダンス～ポップ＆キュート（4～8歳）129 木 17:00

キッズダンス （4～8歳）
 （小2～中3）

130 月 16:55
131＊ 18:10

ジュニアビートフィットネス（6～10歳）132 水 16:55
 （3～5歳）
 （小1～4）キッズチア （4～6歳）
 （小1～4）

133 月 15:30
134 16:45
135 水 15:30
136 16:45

キッズアイドルダンス（4～6歳） 137 火 16:35
キッズバレエダンス（4～6歳） 138 木 15:45

子
ど
も
バ
レ
エ　

★

ガーネット（3歳6カ月～4歳） 139 金 12:35

チューリップ（3歳6カ月～6歳） 140 火 15:45 各
25人141 金 14:40

マーガレット（5歳6カ月～小1） 142 水 15:45 各
20人143 土 15:30

 （小4～中3）
バラ （小1～3）
 （小1～6）

144 火 16:55 各
25人145 水

146 金 15:50

初　級 201＊

月

18:00
初心者 202＊ 19:00
初　級 203＊ 20:00
初心者 204＊ 21:00
初中級 205

火

14:00

中　級 206 15:00
207 18:00

初中級 208 19:00
中　級 209 20:00
初中級 210 21:00
初心者 211

水

14:00
初　級 212 15:00
初中級 213 18:00
中　級 214 19:00
初中級 215 20:00
中　級 216 21:00
初　級 217

木

14:00
初中級 218 15:00
初心者 219 18:00
初　級 220 19:00

ス
カ
ッ
シ
ュ　

★　
（
定
員
は
各
６
人
）

コース No. 曜日 開始時間
初心者 221 木 20:00
初　級 222 21:00
初中級 223

金

14:00
初心者 224 15:00
初中級 225 18:00
初　級 226 19:00
上　級 227 20:00
初中級 228 21:00
初　級 229

土

11:00
中　級 230 12:00
初中級 231 13:00
初　級 232 15:00
初心者 233 16:00
初中級 234 17:00
初　級 235

日

10:00
中　級 236 11:00
初心者 237 12:00
初中級 238 14:00
初　級 239 15:00
初中級 240 16:00

コース No. 曜日 開始時間

320

水

13:00
321 14:00
322 16:00
323 18:00
324 19:00
325 20:00
326 21:00
327

木

10:30
328 11:30
329 13:00
330 14:00
331 16:00
332 18:00
333 19:00
334 20:00
335 21:00
336

金
  9:30

337 10:30
338 13:00

339

金

14:00
340 16:00
341 18:00
342 19:00
343 20:00
344 21:00
345

土

  9:30
346 10:30
347 11:30
348 12:30
349 14:30
350 15:30
351 16:30
352 18:00
353 19:00
354 20:00
355 日   9:30
356 10:30

No. 曜日 開始時間 No. 曜日 開始時間

品川健康センター（北品川3－11－22）

健康センターコース型プログラムの募集

品川健康センターの全ての教室は HPwww.
shinagawa-kenko.com/からも申し込めます。
※携帯電話からも可。

人16歳以上の方
※No.1～4・9・10・15・22・23・
26～28・35・36・42・45・54は
除く。
場申10月20日㈯（必着）までに、
往復はがき（1コース1枚）でコース、
No.、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、区内在勤か在学の方は
会社名・学校名と所在地・電話番
号、No.1～4・9・10・15・22・23・
26～28・35・36・42・45はお子
さんの氏名（ふりがな）・生年月日
（月年齢）を総合体育館（〠141－
0022東五反田2－11－2☎3449－
4400）へ

総合体育館コース型プログラムの募集
コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員

親子
体操

「ひまわり」（2・3歳） 1

月

 9:45

各6,000円

各
10回

各
30組

「ちゅーりっぷ」（1歳） 2 11:00
「たんぽぽ」（8カ月～1歳4カ月） 3 12:15
「すみれ」（0歳） 4 13:30

ヨーガ入門 5  9:45 7,000円

各
20人

脂肪燃焼ステップ&筋トレ 6 11:00

各6,000円
姿勢調整ボディヒーリング 7 13:00
はじめてのバレエ 8 14:30
こども
バレエ

「キューピット1組」（4～6歳） 9 16:00
「エンジェル」（小1～4） 10 17:15

ヨーガ入門 11 18:50 各7,000円骨盤調整ヨーガ 12 20:00
ピラティスストレッチ 13

火

 9:30

各8,400円

各
14回

各
30人ピラティス入門 14 10:45

ママのピラティス（0歳） 15 12:05 30組
やさしい太極拳 16 13:30

各
20人

代謝を上げて脂肪を落とす教室① 17 11:00 各7,000円代謝を上げて脂肪を落とす教室② 18 12:15
初心者姿勢調整運動教室 19 13:30

各8,400円

フラメンコ入門 20 19:00
ボディパンプ 21 20:15
親子
体操

「ひまわり」（2・3歳） 22

水

10:00 各
20組「ちゅーりっぷ」（1歳） 23 11:20

ピラティス入門 24 13:00

各
20人

ヨーガ入門 25 14:15 9,800円

こども
バレエ

「キューピット2組」（4～6歳） 26 15:30
各8,400円「キューピット3組」（4～6歳） 27 16:40

「エンジェル」（小1～4） 28 17:45

コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員
バランスアップ!ボディヒーリング 29 水 19:00

各8,400円

各
14回

各
20人ジャズダンス入門 30 20:15

少し慣れたピラティス 31

木

 9:30 各
30人ピラティス入門 32 10:45

ヨーガ入門 33 11:00 9,800円 各
20人腰痛肩こり改善体操 34 12:15

各7,000円こども運動教室「イルカ」（5・6歳） 35 15:30 15人
小学生のヒップホップ 36 16:45 各

20人かんたんコアトレーニング 37 19:00
ボディコンバット 38 20:15

各8,400円

骨盤調整コンディショニング 39

金

 9:30 各
30人ピラティス入門 40 10:45

金曜朝の太極拳 41  9:30 20人
親子体操「ちゅーりっぷ」（1歳） 42 10:45 20組
やさしいフラダンス 43 12:00 各

25人少し慣れたフラダンス 44 13:05
こども運動教室「ペンギン」（4～6歳） 45 15:45 7,000円 15人
大人のはじめてHIPHOP 46 19:00 8,400円

各
20人

骨盤調整ヨーガ 47 20:15 9,800円
バレエストレッチ&エクササイズ 48

土

 9:25 各8,400円はじめてのバレエ 49 10:30
タヒチアンダンス 50 17:15 9,800円
ボディコンバット 51 19:30 8,400円
メタボ対策!運動不足解消教室 52

日
 9:30 7,000円

ボディパンプ 53 10:45 各8,400円はじめてのロックダンス（小5以上） 54 15:30

※No.1～4・22・23・42は大人1人・子
ども１人で1組。
※No.1～4・9・10・15・22・23・26
～28・35・36・42・45・54の年齢は、
11月30日現在。
※託児はありません。
※コース変更・振り替え・返金は不可。
※定員に満たないコースは、10月27日
㈯午前10時から受け付け（先着。初日
は電話申し込みのみ）。

各コース1時間12～3月

各コース1時間　※No.69～72は1時間15分。12～3月



●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

平成24年
（2012）
10/11

いきいき筋力向上トレーニング～暮らしを
楽しく過ごすには筋力アップで体力維持！

●いきいきコース参加者募集
日12月3日～25年3月11日の月・木曜日
午前10時～11時30分（全24回）
場①東品川シルバーセンター（東品川3－32－10）
②いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内筋力トレーニングマシンを使ったトレーニング、
ウオーキング、ストレッチ運動など
人次の全てにあてはまる方各16人
・おおむね65歳以上　・自力で会場への往復ができ
る　・現在運動をするのに支障がない　・10月29日
㈪午前10時（いきいきラボ関ヶ原）、10月31日㈬午
前10時（東品川シルバーセンター）に行う説明会の
いずれかに出席できる
￥各7,200円
申10月19日㈮までの月～金曜日・午前10時～午後5
時に、本人が電話でコナミスポーツ＆ライフ
0120－919－573へ
●トレーニング協力員募集
日説明会、いきいきコース開催日の午前9時30分～
正午
内会場の準備、トレーニングの補助など　
人各若干名（選考）　謝礼／1回2,000円
申本人が電話でコナミスポーツ＆ライフへ
－－－－－－－－－－－　共　　　通　－－－－－－－－－－－
問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

（4）

児童センターまつりで楽しもう！ 

日程 時間 内容 会場（雨天決行）・問い合わせ

10/14㈰ 10:30～14:00 東北復興支援八潮さんま
祭り～100％さんま主義 八潮児童センター（八潮5－10－27☎3799－3000）

10/20㈯ 12:00～18:00 はたのだいまつり（活動発表）旗の台文化センター・旗の台児童センター
（旗の台5－19－5）
問旗の台児童センター☎3785－128010/21㈰ 11:00～15:00 はたのだいまつり（模擬

店・ゲームコーナーなど）

10/27㈯
14:00～16:30 秋フェスタ '12 後地児童センター（小山2－9－19☎3785－5033）

13:00～15:30 ゆたかっこまつり 戸越公園（豊町2－1）※雨天時はゆたか児童センター
（豊町1－18－15）　問ゆたか児童センター☎3786－0633

11/10㈯

12:15～15:30 第26回かっぱっこまつり 東品川児童センター（東品川1－34－9☎3472－5806）
11:00～13:00 ふれあいどんどまつり 南品川児童センター（南品川4－5－28☎3450－5043）

11:30～15:00 がらくたまつり 浜川小学校（南大井4－3－27）
問水神児童センター☎3768－2027

13:00～16:00 えこえこまつり 大井倉田児童センター（大井4－11－34☎3776－4881）

10:30～14:30 ダイナミック青空ランチ
「滝王子さんま祭り」 滝王子児童センター（大井5－19－14☎3771－3885）

11:00～13:30 エコッチまつり 西中延児童センター（西中延3－8－5☎3783－1875）
14:00～16:00 キッズマーケット 東中延児童センター（東中延2－5－10☎3785－0419）
11:30～14:30 子ども商店街 冨士見台児童センター（西大井6－1－8☎3785－7834）

11:00～13:30 やしお子どもふれあい
フェスティバル 八潮児童センター（八潮5－10－27☎3799－3000）

実験を通して光とLEDについて勉強し、環境
にやさしい照明の利用を考えます。
日11月11日㈰午後2時～4時
講師／久保利加子
（科学技術振興機構ボランティア講師）
人小学生20人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
場申10月24日㈬（必着）までに、往復はがき
かFAXで講座名、参加者の住所・氏名・年齢・
電話番号・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。

水族館の生き物に餌をプレゼントして、仲良
くなろう。
日11月18日㈰午後1時30分～5時
※雨天実施。
人小学生の親子10組（抽選）　※1組2人。
￥1組3,000円（入館料・保険料込）
場申10月31日㈬（消印有効）までに、往復は
がきに「親子体験」とし、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、生年月日、性別、電話番号をし
ながわ水族館（〠140－0012勝島3－2－1し
ながわ区民公園内☎3762－3433）へ
※結果は11月7日㈬までに送付。

親子体験「しながわ水族館を10倍楽しもう
～生きものたちと仲良くなろう」

子ども環境学習講座
光の実験～白い光の正体を探ろう

区立幼稚園
人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の
期間に生まれたお子さん（抽選）
①2年保育＝平成20年4月2日～21年4月1日
②1年保育＊1＝平成19年4月2日～20年4月1日
＊11年保育は、25年度入園募集は行わず、補
欠登録のみ11月14日㈬から受け付けます。
申込書など配布場所／10月22日㈪から、区立幼
稚園、保育課（第二庁舎7階）
申11月1日㈭・2日㈮午後1時30分～3時に、申
込書とお子さんの住民票の写しを持って入園を
希望する幼稚園へ
○入園説明会は10月25日㈭午前10時～11時30
分に講堂（第三庁舎6階）で行います（申込不要）。
問保育課入園相談係☎5742－6725
幼稚園名 所在地 電話番号
城 南 南品川2－ 8 －21 3471－7584
平 塚 荏　原4－ 5 －22 3781－8913
浜 川 南大井4－ 3 －14 3761－6395
御 殿 山 北品川3－ 7 －43 5781－3907
伊 藤 西大井5－22－ 8 3775－8028
第 一 日 野 西五反田6－ 5 － 6 3493－7264
台 場 東品川1－ 8 －30 3472－8378
二 葉 二　葉1－ 3 －40＊2 3785－9560
八潮わかば 八　潮5－ 6 －32 3799－1542
＊225年3月まで二葉1－3－24
※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧くだ
さい。
※2年保育については、受付締切日に応募人数が
10人未満の場合は、学級編制を行いません。そ
の場合は、「クラス編成されない場合の希望幼稚
園」に編入することになり、電話で連絡します。

区立認定こども園
人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の
期間に生まれたお子さん（抽選）
①2年保育＝平成20年4月2日～21年4月1日
②1年保育＝平成19年4月2日～20年4月1日
申込書など配布場所／10月22日㈪から、区立認
定こども園、保育課（第二庁舎7階）
申11月13日㈫・14日㈬午前9時30分～午後5時
に、申込書とお子さんの住民票の写しを持って
入園を希望する認定こども園へ
問保育課入園相談係☎5742－6725
認定こども園名 所在地 電話番号
一本橋保育園 大　井2－25－1 3775－4351
五反田保育園 東五反田2－15－6 3445－4534
旗の台保育園 旗の台5－19－5 3784－1903
※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。

ぷりすくーる西五反田（幼児教育部門）
就学前のお子さんの保育と教育を行う公設民営
の就学前乳幼児教育施設です。保育園部門（0～
2歳児）と幼児教育部門（3～5歳児）があります。
人保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれ
たお子さん（選考）
新3歳児＝平成21年4月2日～22年4月1日
新4歳児＝平成20年4月2日～21年4月1日
新5歳児＝平成19年4月2日～20年4月1日
※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。
願書・募集案内配布／10月29日㈪から
入園説明会／11月7日㈬午後5時～6時
場申11月12日㈪～14日㈬に願書を持ってぷりす
くーる西五反田（西五反田3－9－9☎5759－8081）へ
問保育課保育計画係☎5742－6723

25年度園児募集シルバー人材センター
あなたに合った仕事で、収入を得ませんか。
シルバー人材センターは、高齢者の生きがい
づくりと社会参加を応援しています。
専門・技術の仕事 　おさらい塾、経理事
務など

技能の仕事 　ブロックコンクリー
ト工事、雨どい工事（清掃含む）、洋服補修、
弱電（チューナー・コンポ・パソコンなど接続
業務）など

事務の仕事 　一般事務、受付事務、
毛筆筆耕、宛名書きなど

管理の仕事 　学校・マンションな
どの管理、駐車場管理、自転車整理など
軽作業の仕事 　公園清掃、除草、商品

整理、袋詰め梱
こ ん ぽ う

包、包装、マンション清掃など
サービスの仕事 　家事援助、区広報紙

の配布、児童送迎、交通指導、見守りなど
人区内在住で、60歳以上の健康で働く意欲の
ある方　
￥2,500円（年会費）
問シルバー人材センター本部☎3450－0711

会員
募集

大規模災害や武力攻撃事態が発生した場合に、国
（消防庁）が伝達するJ-ALERTの緊急情報を、10
月からケーブルテレビ品川で表示されるようにな
りました。
問広報広聴課☎5742－6631

ケーブルテレビ品川でJ-ALERTの緊急情報
が表示されます



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

※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）

日12月1日㈯①午前9時30分～午後0時
30分②午後1時30分～4時30分
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11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、
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。
場問荏原保健センター☎3788－7016

母乳育児のポイントについて、助産師の
話を聞きながら子育ての話をしましょう。
日11月1日㈭午後3時10分～4時10分
人おおむね1・2カ月児の母親20人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2903へ

日11月8日㈭午後1時30分～3時30分
内ギター伴奏で歌って心身のリフレッシュ
講師／藤井洋平（音楽療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症な
どの難病の方と家族20人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

コース 曜日 時間 会場 定員
（抽選）

Ａ 金 13:15～14:15 品川健康
センター

各
25人Ｂ 土 10:30～11:30

Ｃ 火 19:45～20:45 荏原健康
センター

20人
Ｄ 水 11:20～12:20 30人
※Ｄコースは、運動量が多いクラス。
日12月～25年3月（全16回）
人生活習慣病の改善に取り組む40歳以
上の方（抽選）
￥各3,200円
申10月21日㈰（必着）までに、往復は
がき（1コース1枚）でコース、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号をＡ・
Ｂは品川健康センター（〠140－0001
北品川3－11－22☎5782－8507）、Ｃ・
Ｄは荏原健康センター（〠142－0063
荏原2－9－6☎3788－7017）へ
※コースの変更・振り替え・返金は不可。

医薬品の適正な使用や健康食品などに
ついての相談を受け付けます。
日場①10月15日㈪～18日㈭午前10時～
午後3時＝第二庁舎3階ロビー
②10月21日㈰午前10時～午後4時＝イ
トーヨーカドー大井町店（大井町駅前）
参当日、会場へ
※相談希望の方は、お薬手帳をお持ちく
ださい。荏原・品川薬剤師会の薬剤師が
相談に応じます。
問生活衛生課医薬担当☎5742－9137

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）

10月14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）

10月14日㈰

　　　柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
　　　長嶋歯科診療所 西品川 2 － 9 － 4 ☎3491－7450
　　　大岡歯科医院 東中延 1 －11－13 ☎3781－6285
　　　成進整骨院 大　井 3 － 2 － 2 ☎3775－3166
　　　誠道館清水接骨院 小　山 3 －16－ 5 ☎3783－0685

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

10月13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

10月20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
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キリトリ線

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 

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

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

（5）

お知らせ
国民健康保険料のお支払いは
口座振替（自動払込）が便利です
毎月、口座から自動的に引き落とされ
る口座振替なら、支払い忘れの心配が
ありません。忙しい方、不在がちの方
にも便利です。口座振替（自動払込）を、
是非ご利用ください。
手続き方法／口座振替依頼書に記入の
うえ返信用封筒で国保医療年金課に郵
送か、金融機関・ゆうちょ銀行・国保医
療年金課・地域センターの窓口へ提出
問国保医療年金課収納係
☎5742－6678

第199回東京都都市計画審議会
日11月19日㈪午後1時30分から
場特別会議室Ａ（都庁第一本庁舎42階）
人15人（抽選）
申10月25日㈭（消印有効）までに、往
復はがき（1人1枚）で住所、氏名、電
話番号を東京都都市計画課（〠163－
8001東京都都市整備局）へ
※付議予定案件は、HP www.toshiseibi.
metro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/yotei.
htmをご覧になるか東京都都市計画課☎
5388－3225へお問い合わせください。
※区関連案件は、大井一丁目南地区用
途地域の変更。
問都市計画課☎5742－6760

建築のルールを守って
住みよい安全なまちづくり
区では、違反建築防止週間に違反建築
取り締まりのための一斉パトロールを
実施します。建築基準法を守って、市
街地の良好な環境づくりにご協力くだ
さい。
日10月17日㈬まで
問建築課監察担当☎5742－6771

品川区奨学生（予約生）募集
経済的な理由により高校などへの修学が
困難な方に、無利子で奨学金を貸します。
●在学資金（奨学生）
人25年4月に高校などに入学予定の中
学3年生
￥公立＝0円、私立＝15,000円
※金額は25年度予定額。公立は高校授
業料無償の期間は貸し付け停止。変更
の場合あり。
※他の貸付金との併用は不可。
返還方法／1年間の据え置き期間後15
年以内
●入学準備金（保護者）
人在学資金申請者の保護者で希望する方
￥公立＝70,000円、私立＝200,000円
※入学準備金のみの貸し付け不可。
※公立の方も在学資金の申請が前提。
返還方法／入学年度を含め3年以内
―――――　共　　  　通　―――――
申11月9日㈮までに、青少年育成課で
配布する申込用紙を同課計画調整係（本
庁舎7階☎5742－6385）へ持参

全国都市交通特性調査
（小規模調査）
全国の都市交通の特性や経年変化を把
握するため、国土交通省では品川区をは
じめとする16都市と協力して、人の動
きに関する交通実態調査を実施します。
区内から無作為に抽出した家庭に調査
票を郵送しますので、ご協力をお願い
します。
問全国都市交通特性調査（小規模調査）
実施本部 0120－080－326
都市計画課☎5742－6760

特別区職員採用フォーラム
日12月12日㈬午後0時50分～4時
場文京シビックホール
（文京区春日1－16－21）
内採用試験概要説明、講演、現役職員に
よるパネルディスカッション、質疑応答
人25年度以降の採用試験の受験資格の
ある方1,800人程度（抽選）
申11月19日㈪（消印有効）までに、往
復はがきでフォーラム名、住所、氏名（ふ
りがな）、生年月日、電話番号、希望職種、
質問（50字以内）を特別区人事委員会
事務局任用課（〠102－0072千代田区
飯田橋3－5－1☎5210－9787）へ
※ HP www.tokyo23city.or.jp/saiyou-sik
en.htmからも申し込めます。
問人事課人事係☎5742－6628

品川介護福祉専門学校　
一般入学選考（第1期）学生募集
選考日程／11月1日㈭～12月21日㈮の
うち1日
試験内容／面接、作文
修業年限／2年（昼間）
取得資格／介護福祉士
人次のいずれかにあてはまる方
①高校を卒業か25年3月に卒業見込み
②高校卒業者と同等の学力があると認
められた
入学検定料／13,000円
募集要項配布場所／同校（西品川1－28
－3）、図書館、地域センター他
問同校☎5498－6364
※学校見学は随時受け付けます。

介護者教室
●戸越台在宅介護支援センター
日10月20日㈯午後1時～3時
内一人でもできる健康料理
人20人（先着）
場申10月19日㈮までに、電話で同セン
ター（戸越1－15－23☎5750－1053）へ
●東品川在宅サービスセンター
日10月27日㈯午後1時～3時
内高齢者にやさしいらくらく介護術
人20人程度（先着）
場申10月26日㈮までに、電話で同セン
ター（東品川3－1－8☎5479－2946）へ

薬
小内

母乳相談

40代からの健康塾

薬と健康の無料相談とパネル展示

難病の方のための音楽療法

小

高齢、障害がある、子育て中などで外出困難な方に区広報紙「広報しながわ」を
郵送します。詳しくは、お問い合わせください。　問広報広聴課☎5742－6644
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ぷりすくーる西五反田非常勤
職員募集
日週5日（月～金曜日）
①午後4時30分～7時30分
②午前8時30分～午後6時30分のうち8
時間（月1・2回土曜日勤務有り）
内保育補助など　人各1人（選考）
時給／900円から
場申10月18日㈭までに、履歴書（有資
格者は保育士証の写しも）をぷりすくー
る西五反田（〠141－0031西五反田3
－9－9☎5759－8081）へ郵送か持参
※勤務条件など、詳しくはぷりすくー
る西五反田へお問い合わせください。
問保育課保育計画係☎5742－6723

第62回品川区民スポーツ大会（秋
季）区民グラウンド・ゴルフ大会
日11月4日㈰午前9時から
場天王洲公園（東品川2－6）
内個人対抗戦4ラウンド32ホールプレイ
※男女別優勝あり。
人16歳以上の方
￥500円
申10月25日㈭までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（15日㈪を除く）

八潮バドミントン交流会
日10月28日㈰午前10時～午後6時
￥高校生以上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

みんなでグラウンドゴルフ～障
害のある方も気軽にスポーツを
日11月3日㈷午前9時～午後2時
人会場への往復ができる障害のある方
と家族、関心のある方
運営／旗の台地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で旗台小
学校（旗の台4－7－11）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

なぎなた初心者教室
日11月1日～22日の木曜日
午前10時～11時30分（全4回）
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人区内在住か在勤の方15人（抽選）
※男性も可。
￥2,100円（保険料込）
※なぎなたは無料で貸し出し。
申10月20日㈯までに、往復はがきか
FAXで教室名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別､ 電話番号をスポーツ協会へ

第15回4地区合同
スポーツフェスティバル
日10月21日㈰午前9時30分～午後3時
種目／ソフトバレー、バドミントン、卓
球、ダーツ、体力測定、ノルディックウ
オーキング、グラウンドゴルフ、輪投げ
￥高校生以上100円
運営／大井・八潮・立会・鈴ヶ森地区
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
を持って南大井文化センター（南大井1
－12－6）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
施設の講座
①楽しい風呂敷包み
日11月3日㈷・5日㈪
午前10時30分～正午
人各20人（抽選）　
￥各300円
②健康・安全ウオーキング教室
日11月7日㈬午前10時～11時30分
人50人（抽選）　
￥500円
③楽しいコーラス入門
日11月8日～12月13日の木曜日
午前10時～11時30分（全6回）
人40人（抽選）　￥3,000円
―――――　共　　  　通　―――――
場申10月22日㈪（必着）までに、往復
はがきで番号（①は希望日も）、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

区民大学入門講座ユースプラザ
スマートな大人入門
日11月7日～12月12日の水曜日
午後7時～9時（全6回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内「コミュニケーションの基盤となる
論理的思考力とは？」他
講師／光野公司郎（共栄大学教授）他
人16～40歳くらいまでの方50人（抽選）
申10月26日㈮（必着）までに、はがき
か電話で講座名、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。

産業技術高専オープンカレッジ～LINU
Xによるプログラム・ネットワーク体験
日11月23日㈷・24日㈯
午前10時～午後4時（全2回）
内基本操作、プログラミング、ネット
ワーク設定の講義・実習など
人20人（抽選）　￥5,900円
場申11月7日㈬（消印有効）までに、は
がきかFAX、Eメールで講座名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号
を産業技術高等専門学校（〠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

ＮＴＴ東日本関東病院
もしもし医学セミナー
日11月10日㈯午後2時～4時
内セミナー「認知症医療のトピックス」、
特別講演「みんなで考える認知症治療
の今とこれから」他
人170人（先着）
場申月～金曜日の午後1時～3時に、電
話で同病院（東五反田5－9－22☎
3448－6651）へ
問健康課庶務係☎5742－6744

花とみどりのフォト講座
カメラの扱いに不慣れな方向けの講座
です。
日10月21日㈰午後2時～4時30分
※雨天実施。
内撮影方法などの講義、公園内で撮影会
人区内在住か在勤の方15人（先着）
場申午前9時～午後5時に、電話でしな
がわ中央公園管理棟（区役所前☎5740
－5037）へ

人権啓発・社会同和教育講座Ⅱ
中央卸売市場食肉市場見学会
食肉の歴史と人権について正しく理解
します。
日11月5日㈪午後2時30分～4時30分、
19日㈪午前8時30分～午後3時（全2回）
場同市場（港区港南2－7－19）
内講義「食肉の歴史と人権～食肉労働
の現在と差別」、市場見学、ビデオ視聴
など
人全回出席できる18歳以上の方20人
（先着）
申10月24日㈬までに、電話かFAXで講
座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を文化スポーツ振興課生涯学
習係へ

公園で愛犬と一緒に楽しむた
めのマナー講習会
初めての方も、ぜひご参加ください。

日時 会場
10
月
27
日
㈯

①19:15～11:30 東品川海上公園
（東品川3－9）

②13:45～16:00 小山台公園
（小山台2－2）＊

10
月
28
日
㈰

③19:15～11:30 しながわ中央公園
（区役所前）

④13:45～16:00 戸越公園
（豊町2－1）

＊西大井広場公園の代わりとして実施。
内警察犬訓練士によるデモンストレー
ション、実技指導、質疑応答など
人飼い主と飼い犬各20組（先着）
申午前9時～午後5時に、電話でマナー
講習会受付☎3450－8380へ
※③はしながわ中央公園☎5740－
5037へ。

離婚に関する法律講座
離婚にともなう問題や手続きの一般的
な流れ、法律などについて学びます。
日11月20日㈫午後1時30分～3時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／田中千草（弁護士）
人30人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人
（先着）
申電話かFAXで講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号、託児希望の方はお子さ
んの氏名・年齢を男女共同参画センター
（☎5479－4104 Fax5479－4111）へ

スポーツ

講座・講演

求人

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10月22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/

●パソコンクラブの個別指導
利用者にパソコン操作の指導をします。
日金曜日　10:30～12:00
場地域生活支援センターたいむ
（西五反田2）
●美容ボランティア
利用者の髪の毛のカットをします。
日月1回　13:30～15:00
場かもめ園（八潮5）
持ち物／カット用ハサミ、くし
●入浴後の手伝い、見守り
利用者の入浴後の髪乾かしやお茶
入れ、話し相手や見守りもします。
日月・水・金・土曜日
9:30～15:30（午前か午後）
場南大井在宅サービスセンター
（南大井5）

●掃除ボランティア
フロア掃除などをします。
日9:00～12:00、13:00～16:00
※1時間から可。
場グループホームロイヤル西大井
（西大井2）
●歌・演芸・楽器演奏披露
歌や演芸、楽器演奏などを披露し
ます。
日月～土曜日　13:30～15:00
※1回から可。
場デイサービスすずやか大崎（大崎3）
●話し相手
利用者の話し相手をします。
日月・木曜日　10:30～15:00
水曜日　15:00～19:00
場グループＥＶＡＨ（戸越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



犬のしつけ方教室とペット健
康相談
日11月10日㈯午後1時30分～4時30分
場荏原保健センター
内訓練士による犬のしつけ方教室、獣
医師によるペット健康相談
人40人（先着）
主催／東京都獣医師会品川支部
申電話で生活衛生課☎5742－9132へ
※犬は連れてこないでください。

パパママ応援プログラム＜小学3・4年生コー
ス＞「だいじ」にしたい小学3・4年生のころ
親離れが進むこの時期の、親子のかか
わり方についてのヒントを学びます。
日程（全4回） テーマ・講師

①11/8㈭
学校生活を楽しめる子どもに！～
先生のワザ・親の業
教育委員会指導課学校経営監

②11/10㈯
【親子講座】

親子でたのしむ－航空塾－「JAL
航空教室（羽田機体整備工場見学）」

③11/15㈭

子どもの心への寄りそい～変化
するこころと身体
伊藤美奈子（慶応義塾大学教職
課程センター教授）

④11/22㈭
心理学に学ぶ子育て～子育てが
楽になり子どもも伸びる
原田綾子（心理カウンセラー）

※時間は午前10時～正午。②のみ午後1時～3時。
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3・4年生の
保護者か関心のある方40人（抽選）
※②の【親子講座】は小学生以上の親
子25組（抽選）となります。当日の託児・
就学前のお子さんの同伴は不可。
託児／1歳～就学前のお子さん15人（先着）
※おやつ代300円（3回分）。
申10月22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、託児希望の方はお子さんの
氏名（ふりがな）・月年齢、性別、【親
子講座】を希望の方は参加する保護者
の氏名・年齢、お子さんの氏名・性別・
年齢・学年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。

「家庭の日」講演会
青少年の現状と家庭・地域の役割
毎月第一日曜日は「家庭の日」です。
この機会に、家庭や地域の役割を見つ
め直してみませんか。
日11月4日㈰午後1時30分～4時
（午後1時開場）
講師／明石要一（千葉大学教育学部教授）
人437人（先着）
場参当日、荏原文化センター（中延1－
9－15）へ
※「環境まちづくり親子川柳」表彰式（午
後1時30分から）を同日開催。
問青少年育成課青少年育成係
☎5742－6692

市民後見人養成講座
成年後見人活動の基礎を専門家から学
びます。
日11月2日㈮～4日㈰午前10時～午後5時
（全3回）
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人20歳以上の方30人（先着）
￥3,000円（テキスト代込）
申11月1日㈭までに、電話で品川成年
後見センター☎5718－7174へ

環境経営セミナー
これからの電気との付き合い方
環境に配慮した経営やものづくりにつ
いての講演を開催します。
日11月16日㈮午後1時30分～4時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内講演「自然エネルギーを利用した
PPS」「企業の節電対策」、情報交換会
人区内の中小企業事業者80人（先着）
申11月1日㈭（必着）までに、環境課
で配布する申込書を同課環境推進係（〠
140－8715品川区役所本庁舎6階☎
5742－6755 Fax5742－6853）へ郵送
かFAX、持参
※申込書は区ホームページからダウン
ロードもできます。

国際ビジネス支援講座募集中
ベトナム編
中小製造業向けに、アジア市場開拓に
関する講座です。
日程（全3回） テーマ 講師
10月24日
㈬

ベトナムの一般
概要と展望 松本時男（ベト

ナム科学技術
省投資促進アド
バイザー）

10月31日
㈬

ベトナムへの日
本企業の進出に
ついて

11月7日
㈬

ベトナムへの事
業進出時に噴出
した諸問題とそ
の対応

山代憲治（J-V 
Trust Co.,Ltd.最
高経営責任者）

※時間は午後6時～8時。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内中小製造業の方20人（先着）
申10月17日㈬までに、ものづくり経営
支援課で配布する申込書を同課ものづ
くり支援係（〠141－0033西品川1－
28－3☎5498－6333 Fax5498－
6338）へ郵送かFAX
※申込書はHP www.mics.city.shinagaw
a.tokyo.jp/seminar/kokusai.phpからダ
ウンロードもできます。
※12月のミャンマー編、25年1月のイ
ンドネシア編も募集しています。

文化財ウオークラリー
旧東海道に沿って設けた文化財のポイ
ントを巡り、パネル展示見学や解説者
による説明を聞くことができます。

日11月17日㈯午後1時～4時30分
※受付は午後1時～1時30分。
※雨天中止。
受付場所／観光案内所（北品川1－2－6）
ポイント／法禅寺～品川神社～東海寺
～細川家墓所～天妙国寺～品川寺～海
雲寺～山内容堂墓～浜川砲台跡～立会
川龍馬像
※約5㎞。
人200人（抽選）
￥50円（保険料）
申10月25日㈭までに、往復はがきに「文
化財ウオークラリー」とし、希望者全
員の住所・氏名・年齢・電話番号を庶
務課文化財係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6839）へ

五反田文化センター
第2回ふれあい文化祭
「楽しい出会い・みんなの広場」をテー
マに開催します。ぜひご参加ください。
日10月20日㈯午前10時～午後5時
21日㈰午前10時～午後3時
内舞台発表、作品展示、模擬店、リサ
イクル本の提供など
場参当日、同センター（西五反田6－5
－1☎3492－2451）へ

第29回はたのだいまつり
ふれあいコミュニティはたのだい
日10月20日㈯正午～午後6時
21日㈰午前10時～午後3時
内作品展示、活動発表、模擬店、スポー
ツ大会、手作り教室、食育コーナー、ゲー
ムコーナーなど
場参当日、旗の台文化センター・旗の
台公園・旗の台児童センター（旗の台5
－19－5）へ
問旗の台文化センター☎3786－5191

「家庭の日」イベント
家族であそぼう！オールしながわ
「家庭の日（毎月第一日曜日）」にちな
んだイベントです。家族のきずなや地
域のつながりを深めませんか。
日11月3日㈷午前11時～午後2時
場荏原町駅前緑道
内お楽しみ模擬店コーナー、あそぼう
コーナー、大道芸など
主催／品川区青少年委員会
問青少年育成課青少年育成係
☎5742－6692

防災ポスターコンクール作品展
「家庭でできる防災対策」などをテーマ
とした、小・中学生の作品を展示します。
ぜひご覧ください。
日10月21日㈰～30日㈫
午前8時30分～午後5時
※27日㈯を除く。23日㈫は午後7時ま
で。
場第二庁舎3階ロビー
問防災課☎5742－6696

トリムフェスティバル21（秋）
日11月3日㈷午前10時～午後3時30分
内ソフトバレーボール他
主催／品川区トリム体操連盟
場参当日、運動できる服と上履きを持っ
て戸越体育館へ
問健康課健康づくり係☎5742－6746

秋季品川区将棋大会
初心者の方もご参加ください。
日11月11日㈰午前10時から
※午前9時30分から受け付け。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
対戦方法／段・級別リーグ戦
人小学生以上の方
申10月26日㈮までに、往復はがきに「将
棋大会」とし、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、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

品川清掃工場見学会
日10月27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10月25日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

ウェルカムセンター原・交流施設
フリーマーケット募集
日11月11日㈰午前9時～午後3時
募集数／40店（抽選）
出店料／500円
場申10月20日㈯（必着）までに、往復
はがきに「フリマ」とし、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　

司法書士劇団リーガル☆スター
品川公演「ボケてても、好きな人」
暮らしのトラブルをテーマに現役の司
法書士が演じます。
日10月24日㈬午後6時30分～8時
（午後5時30分開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
人1,000人程度（先着）
申10月23日㈫までに、電話で東京司法
書士会事務局事業課☎3353－9191へ
問高齢者福祉課高齢者支援第一係
☎5742－6729

第196回日曜コンサート
日10月21日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／ウェーバー作曲「舞踏への勧誘」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 ★

★

10月16日㈫に行われる決算特
別委員会での総括質疑の様子
が、ケーブルテレビ品川で放
送されます。

○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。

10月23日㈫
品川区議会自民党

午後2時～
10時

品川区議会公明党
みんな・無所属品川
民主・改革ネット
日本共産党品川区議団

10月28日㈰＜再放送＞
民主・改革ネット

午後2時～
10時

日本共産党品川区議団
品川区議会自民党
品川区議会公明党
みんな・無所属品川

)))

)))

7・8月に実施した標語募集には、多くの皆さんから応募していただきあり
がとうございました。結果は次のとおりです。
最優秀賞／

「おたがいさま　こころをつなぐ　ありがとう」
（篠原一哲さん）

審査員特別賞1点　優秀賞10点　佳作23点
応募数／366人

○区では、標語を活用しながら今後も「おたがいさま運動」を推進し、誰
にもやさしいまちづくりを区民の皆さんと一緒に作っていきたいと思いま
す。これからもご協力をお願いします。

問高齢者福祉課介護保険担当☎5742－6927

「おたがいさま運動」標語募集結果「おたがいさま運動」標語募集結果



● プレミアム付き商品券
● 放置自転車対策
● こくほの宿
● 男女共同参画推進フォーラム
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平成24年（2012）
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広　報

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。

9月9日㈰、五反田文化センター音楽ホールで、品川区民芸
術祭2012オープニングセレモニーが行われました。二部の
ティーンズコンサートでは、合唱、吹奏楽、管弦楽など、素
晴らしい演奏で観客を魅了し、この日の最後を飾ったティー
ンズ合同演奏では、会場を巻き込んで大合唱となりました。

大井フェスタ＆大井どんたく

8月25日㈯、大井町駅前中央通りで昼は
「大井フェスタ」、夜は「大井どんたく」
が行われました。大井どんたくでは、盆
踊りを楽しみ、大井フェスタではトーク
ショーやダンスのコンテストなどを開催
し、多くの人でにぎわいました。

とごしぎんざまつり

8月25日㈯と26日㈰の2日間、戸越銀座
商店街で「とごしぎんざまつり」が行わ
れました。チケット制の買い歩き・食べ
歩きイベントが参加者に好評を博し、模
擬店や物産展なども出店され、多くの買
い物客が訪れました。

ジャンボのり巻きづくり

8月28日㈫、荏原町商店街で「ジャンボ
のり巻きづくり」が行われました。の
り巻きの長さは120メートル。幼稚園児、
小学生など約400人が挑戦し、夏休み最
後の催しを楽しみました。

目黒のさんま祭り

9月9日㈰、目黒駅東口の誕生八幡神社周
辺で「目黒のさんま祭り」を開催。無料
で配られるさんまは、毎年岩手県宮古市
から届けられています。今年も7,000匹
のさんまが届けられ、2万人を超す人出
で、長蛇の列ができました。

区ホームページでも、品川区内の最近の出
来事をお知らせしています。

8月10日㈮、総合体育館で、第17回ジャパンオープンハ
ンドボールトーナメントが開幕。これは社会人ハンドボー
ルの全国大会で、毎年、国民体育大会のリハーサル大会
として開催されています。今回も来年行われる「スポー
ツ祭東京2013」のリハーサル大会として実施されました。

8月21日㈫、区役所で、24年度1回目のタウンミーティン
グを開催しました。今回は若い世代の方と意見交換の機会
にしようと、区内在住の20～35歳を対象に募集し、12人
が参加。文化芸術に対する考え方、教育、商店街の活性化
など多岐にわたって活発な意見交換が行われました。

しながわ
写真
ニュース

9月3日㈪、荏原第五地域センター・区民集会所が開所
しました。今回建設・移転した荏原第五地域センターは、
25年度に開校予定の小中一貫校「豊葉の杜学園」との合
築により、駅近くに設置することで利便性の向上を図り、
利用者が使いやすい施設になりました。

9月1日㈯の「防災の日」にあわせて、浅間台小学校で、
全校児童、保護者、地域4町会の住民、品川消防団など約
300人が参加した「総合防災訓練」を実施しました。実
際の避難所となる教室まで地域住民の誘導を児童が行う
など、地域と連携した避難所訓練となりました。

9月5日㈬、区役所第三庁舎講堂において、自殺予防対
策講演会「働きざかり世代の自殺予防」が行われました。
区内の自殺者は、30歳から60歳代のいわゆる働きざかり
世代が約8割を占めており、企業・医療機関・行政・地域
が連携し、適切な対応や支援を考えていく必要があります。

9月12日㈬、濱野区長と社会福祉協議会の石井会長が、今
年100歳を迎えた中村俊吾さんのお宅を訪問し、長寿のお
祝いをしました。中村さんの趣味は囲碁や大工仕事。今
でも毎日フィットネスバイクでトレーニングするなど健康
面にも気を遣った生活を送られています。

9月5日㈬、火災を発見して幼稚園教諭に伝えた台場幼稚
園の園児に対し、品川消防署の島津幸廣署長から感謝状が
贈られました。この火災は同幼稚園の園庭に隣接する民家
から出火。保育室の窓越しに見えた煙に異変を感じた園児
が、「煙が出ている」と報告し、119番に通報しました。

台場幼稚園園児に台場幼稚園園児に
感謝状感謝状

品川区民芸術祭2012品川区民芸術祭2012
オープニングセレモニーオープニングセレモニー

荏原第五地域センター荏原第五地域センター
が開所が開所

長寿お祝い訪問長寿お祝い訪問

学校・地域連携型学校・地域連携型
避難所訓練を実施避難所訓練を実施

スポーツ祭東京2013スポーツ祭東京2013
リハーサル大会開幕リハーサル大会開幕

タウンミーティングでタウンミーティングで
若い世代との意見交換若い世代との意見交換

働きざかり世代の働きざかり世代の
自殺予防自殺予防


