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都市計画法第18条の2第1項の「都市計画に関する基本
的な方針」と品川区住宅基本条例第6条第1項の「住宅
政策に関する基本計画」に該当するもので、自治体自ら
の創意工夫と住民の意見反映をもとに地域のあるべき都

市像や課題に応じた整備方針、住宅施策の方向性など、
おおむね20年先を目標年次としたまちづくりの分野を
総合的に定めた都市計画の方針です。

「品川区まちづくりマスタープラン（素案）」に
ご意見をお寄せください
　区では、平成13年3月に「品川区市街地整備基本方針」「品川区住宅マスタープラン」を策定
し、これに基づき、着実にまちづくりを進めてきました。策定から10年以上が経過し、これま
での成果を踏まえつつ、社会経済の変化や新たな課題に対応していくため、両計画を見直し、「品
川区まちづくりマスタープラン」を策定することとしました。
　このたび素案がまとまりましたので、ぜひご意見をお寄せください。

まちづくりまちづくり
マスタープランマスタープラン

とはとは

自主・自立・協働のまちづくりの推進

まちづくりマスタ－プラン（素案）の主な内容
区の市街地の歴史的な形成過程やこれまでのまちづくりの成果を踏まえながら、課題や目標などを整理し、今後のめざすべき
まちづくりの方向性を7つの分野別整備方針と5つの地区別整備方針としてまとめています。

①土地利用と開発誘導
目　標

魅力的で活力とにぎわいのある市街
地の維持・発展

②防災まちづくり
目　標

災害に強く安全性の高いまちの構築

③都市基盤
目　標

すべての人にやさしい便利で安全な
交通・歩行環境の整備

④水とみどり
目　標

水とみどり豊かなやすらぎとうるお
いのある都市空間の保全・再生

区基本構想の将来像「輝く笑顔　住み続けたいまち　しながわ」の実現

⑤都市景観
目　標

魅力ある都市景観の創出と歴史ある
景観資源の保全・活用

⑥環境まちづくり
目　標

環境負荷が低くエネルギ－効率の高
い市街地の形成

⑦住まいと住生活
目　標

誰もが安心し快適で暮らしやすい住
環境の整備

品川地区
基本テーマ

先進性と伝統の魅力が融合
した首都・東京の玄関口に
ふさわしい国際交流都市

大崎地区
基本テーマ

職・住・遊・学の拠点として、
周辺の拠点との連携による
魅力で、多様な人々をひき
つける安心・快適都市

大井地区
基本テーマ

区民の『心と生活の拠
よ

り所』
としてさらに魅力と親しみが
高まる生活拠点都市

荏原地区
基本テーマ

安全・安心で、高齢化にも
対応した生涯住み続けられ
る防災住宅都市

八潮地区
基本テーマ

都市の豊富なアメニティを区
民が享受し良好な住環境を次
世代に継承する臨海都市

分野別整備方針

地区別整備方針

計画の実現に向けて

12月11日㈫までに、意見、住所、氏名、電話番号を都市計画課へ郵送かＦＡＸ、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。
「まちづくりマスタープラン（素案）」の全文は、区ホームページ、都市計画課（本庁舎6階）、商業・観光課（西品川1
－28－3中小企業センター2階）、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、地域センターでご覧になれます。

応募
方法

皆さんのご意見を皆さんのご意見を
お寄せくださいお寄せください

問い合わせ　都市計画課（〠140－8715 品川区役所本庁舎6階☎5742－6532 Fax5742－6889）
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◆保育料額を一部、変更します
Ｄ16階層以上の保育料額を一律、4％
引き上げます。
※Ａ階層・Ｂ階層・Ｃ階層・Ｄ1から
Ｄ15階層までは、保育料額の変更は
ありません。
◆保育料表の階層を新設します　
新たにＤ24・Ｄ25階層を新設し、
25年4月から適用します。
◆2人以上のお子さんが保育園などに
入園している場合の保育料　
第2子は該当する年齢区分の保育料の
50％、第3子以降は該当する年齢区分
の保育料の10％になります（多子減
額の割合の変更はありません）。

認可保育園保育料と
認証保育所保育料助成
制度が変わります
区では待機児童対策を緊急課題として、新規の認可保育園を開設するなど、受け入れ枠の拡大
を実施してきました。そのため新規開設経費は増加し、また、在園児数の増加や延長保育など
の保育サービスの充実により、運営経費も増大しています。しかし、保護者の方が負担する保
育料は全体の運営経費の約15％、国が定める保育料基準額の約53％という状態です。在宅
で子育てをしている世帯との公平性を考慮し、25年4月から保育園保育料を改定することに
しました。
問い合わせ／／保育課入園相談係☎5742－6725

受け入れ枠の拡大と経費
年度 拡大数 経費 主な内容

22 872人 3億8,800万円 既存園定員拡大・区立園新設

23 621人 10億2,700万円 区立園新設・私立園開設助成

24 596人 6億1,700万円 私立園開設助成

合計 2,089人 20億3,200万円

3年間で2,000人を超える待機児童対策を行いました

納めていただいた保育料は
保育園運営経費の一部に充てられています

保育園の運営経費総額は100億3,700万円で、
保護者の他、区・都・国が負担しています

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4・5歳児

395,000円

178,000円

173,000円

114,000円

114,000円

68,000円

68,000円

68,000円

29,900円

24,800円

（17.22％）

（38.20％）

（39.31％）

（26.23％）

（21.75％）

年齢  最高額保育料（負担率）　　　  　　1人あたり運営経費

運営経費のうち月額保育料（最高額）の負担率（23年度）

品川区 78.8%
　79億900万円

東京都 2.4%
　2億4,100万円

国　3.3%
　3億3,100万円

保護者 14.8%
　14億8,600万円

その他 0.7%
　7,000万円

運営経費の負担内訳（23年度）

保育料改定の内容

認証保育所保育料助成制度
<改定内容>　変更の対象：3～5歳児（0～2歳児は変更なし）

改定前 改定後
＜要件＞
①お子さんと保護者が住民登録をしていて、実際
に居住している　
②認証保育所に該当月の初日より在籍し、基本保
育時間で月160時間以上の月ぎめ契約をしている
③認証保育所の保育料を支払っている

＜助成金額＞
認証保育所保育料（基本保育料のうち66,000円
まで）と認可保育園保育料の差額

＜要件＞
①お子さんと保護者が住民登録をしていて、実際に居住している　
②認証保育所に該当月の初日より在籍し、基本保育時間で月160時間
以上の月ぎめ契約をしている　
③認証保育所の保育料を支払っている
④認可保育園の入園申し込みをしたが、内定が出なかった

＜助成金額＞
3歳児以上：所得階層に応じた定額助成（5段階）
　　　　　　なし～40,000円（月額）＊

＊25年3月1日時点で認証保育所の2歳児以上のクラスに在籍し、4月1日以降も継続して同一の認証保育所に在籍するお子さ
んの助成は、変更しません。

25年4月に認可保育園4園と幼保一体施設1園を開設し、
さらに定員を拡大します。

保育園保育料一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

前年所得税 階層
保育料（月額）

3歳児未満 3歳児 4歳児以上
新保育料 現保育料 新保育料 現保育料 新保育料 現保育料

335,800以上　369,200未満 Ｄ16 43,700 42,000 25,700 24,700 20,400 19,600
369,200以上　402,400未満 Ｄ17 45,400 43,700 25,700 24,700 20,400 19,600
402,400以上　569,200未満 Ｄ18 49,300 47,400 25,700 24,700 20,400 19,600
569,200以上　735,800未満 Ｄ19 55,500 53,400 25,700 24,700 20,400 19,600
735,800以上　902,400未満 Ｄ20 60,900 58,600 25,700 24,700 20,400 19,600
902,400以上1,200,000未満 Ｄ21 65,300 62,800 25,700 24,700 20,400 19,600

1,200,000以上1,600,000未満 Ｄ22 67,600 65,000 28,000 26,900 22,700 21,800
1,600,000以上2,100,000未満 Ｄ23 70,700 68,000 31,100 29,900 25,800 24,800
2,100,000以上2,800,000未満 Ｄ24 73,800 新設 32,300 新設 27,300 新設
 2,800,000以上 Ｄ25 77,000 新設 33,500 新設 28,800 新設

認証保育所は、主に0～2歳児
の待機児童対策としての施設と
いう位置づけから、3歳児以上
のお子さんには、集団保育を
行っている認可保育園や幼稚園
が就学前教育の望ましい環境と
考え、25年4月から制度を改
定します。
問い合わせ／保育課保育計画係
☎5742－6723

平成25年
4月から
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◉モバイルレジって？
納付書に印刷されたバーコードを携帯電話のカメラ機能で読み取り、
モバイルバンキング（携帯電話からインターネットを経由して取り引
きする金融機関のサービス）を利用して支払います。
※払込手数料は無料です（パケット通信料がかかります）。
※領収書は発行されません。領収書が必要な方は、金融機関など
の窓口やコンビニエンスストアをご利用ください。※バーコードがな
い納付書（保険料が30万円を超えるものなど）は利用できません。

◉モバイルレジを始めるには？
1金融機関でモバイルバンキングの利用申し込みが必要
各金融機関にお問い合わせください。
2携帯アプリのダウンロード
初回のみ、モバイルレジのアプリケーションソフトをダウンロードします。
※右のＱＲコードからダウンロードできます。※パケット通信料がかかります。
※取り扱い金融機関など、詳しくはホームページhttps://bc-pay.jp/をご覧ください。

国民健康保険料のお支払いは納期限までに！

携帯アプリを起動

カメラでバーコードを撮影

お支払い内容確認

金融機関を選択

お支払い完了

毎月、口座から自動的に引き落とされる口座振替なら、支払いも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／納付書に同封の口座振替依頼書に記入・押印のうえ返信用封筒で国保医療年金課へ郵送か、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

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！

　国民健康保険料納付書（11月期分～25年3月期分）は11月
15日㈭頃から順次お届けします。
　保険料は、区役所（本庁舎4階4番窓口）、地域センター、金融
機関などの窓口でお支払いください。
納期限／毎月末
※月末が金融機関の休業日の場合は翌営業日。

◉バーコード付きの納付書は、次のコンビニエン
スストアでお支払いできます
エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サー
クルＫ、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セーブオン、
セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、
ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン

コンビニエンスストアやモバイルレジでも
お支払いできます（保険料30万円以下のもの）

問い合わせ／／国保医療年金課収納係（本庁舎4階☎5742－6678）

QRコード

①戸別収集で出す場合は
予約した収集日の午前8時までに、「品
川区有料粗大ごみ処理券」を粗大ご
みに貼付して、指定された場所へ出
します。
※年内は12月29日㈯まで、年始は25
年1月4日㈮から。

②日曜日に持ち込む場合は
指定された日の午前9時～午後4時に、
「品川区有料粗大ごみ処理券」を粗大
ごみに貼付して、品川区資源化セン
ター（八潮1－4－1）へ持ち込みます。
※年内は12月23日㈷まで、年始は25
年1月6日㈰から。

予約時に案内された手数料分の処理券を、
区内の「有料粗大ごみ処理券取扱所」の掲
示のある商店・コンビニなどで購入して、
指定された金額を貼付してください。

日曜日に持ち込む場合も事前の申し込
みが必要です。

①電話予約
月～土曜日午前8時～午後9時に

☎5715－1122 へ
※祝日も受け付け。年内は12月28日㈮まで、年始は
25年1月4日㈮から。

②インターネット予約

https://www.tokyosodai.
jp/shinagawa/index.html
にアクセスし、画面に必要な情報を登録
※区ホームページからもアクセスできます。

品川区清掃事務所　☎3490－7051
品川区清掃事務所荏原庁舎　☎3786－6552

粗大ごみの出し方

取扱所には
このステッカーが
はってあります

見本

A券（200円） B券（300円）

見本

※再利用できる家具などを、リサイクルショップ「リボン」で販売することがあります。
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●粗大ごみでの収集はできません
・テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン
買い替えする店か購入した店、家電リサイクル受付センター☎5296－
7200（月～土曜日午前8時～午後5時）へお問い合わせください。
・パソコン本体とディスプレイ
メーカーなどに回収を依頼してください。リサイクル料金や受付窓口は、
各メーカーのサービスセンターか、パソコン3Ｒ推進協会☎5282－7685
（土・日曜日、祝日、夏季冬季休暇を除く午前9時～正午、午後1時～5時）
へお問い合わせください。

　年末の粗大ごみは大変混み合います。早めに粗大ごみ受付
センターへ申し込んでください。
　粗大ごみとは、布団や家具、自転車などの家庭から出され
る、おおむね30cm角以上の大きさのごみのことです。粗大
ごみの出し方には、月～土曜日の戸別収集のほか、日曜日に

品川区資源化センターへ直接持ち込む方法があります。
　また、粗大ごみとして捨てる前に、まだ使用できないか考
えましょう。リサイクルショップ「リボン」やリサイクル情
報紙「くるくる」をご活用ください。

年末年末のの粗大ごみ粗大ごみのの収集収集はは大変混大変混みみ合合いますいます

粗大ごみ受付センターへ申し込む 粗大ごみ処理券を購入する   粗大ごみを出す1 2 3
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●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）
11/11

二人で子育て（両親学級）
会場 日時
品川保健
センター

25年
1/20㈰

① 9:30～12:30
②13:30～16:30

荏原保健
センター 1/ 5㈯ 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12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

うつ病の対応や治療を正しく理解し、な
かなか治らない場合の対応方法などを学
びます。
日12月13日㈭午後3時～5時
講師／松木智彦（旗の台メンタルクリニック院長）
人区内在住か在勤の方60人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

ろば康ひ健

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

（4）

日12月8日㈯午前9時～11時30分
場総合体育館
持ち物／上履き、ボール（サッカーボー
ルでも可）
人小学3～6年生50人（抽選）
￥100円
申11月24日㈯までに、往復はがきか
FAXで教室名、住所、氏名、電話番号、
学校名、学年をスポーツ協会へ

自分で工夫して作ったからくり人形を
動かしてみませんか。
日12月9日㈰午後2時～4時　
講師／池上景子（アズビル教育担当）
人小学生20人（抽選）
※3年生以下は保護者同伴。
持ち物／筆記用具、汚れても良い服、
左利き用はさみ（必要な方）
場申11月26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。

江戸時代の組み上げ絵をアレンジした
立体浮世絵を制作します。
日12月1日㈯・2日㈰
午前10時30分～午後4時
※製作時間は1時間程度。
人小・中学生各50人（先着）
※小学3年生以下は保護者同伴。
※大人も参加できます（子ども優先）。
※カッターを使用します。
￥100円（材料費・保険料込）
※大学生以上の方は、入館料200円が
別途必要です。
※企画展「江戸前の海・宿場の華－浮
世絵が語る名所“品川”－」も観覧で
きます。
場参当日、直接Ｏ美術館（大崎1－6－2
大崎ニューシティ2号館2階☎3495－
4040）へ

少年少女フットサル教室

精神保健講演会「うつ病はこころ
のカゼではありません」

子ども環境学習講座「牛乳パックで
からくり人形を作ろう」

浮世絵を題材にオリジナル立
た て ば ん こ

版古を
作ってみよう！

「山中いきいき広場」会員募集中
　地域の高齢者の介護予防、健康増進、生きがいづくりを目
的として、絵手紙教室、生け花・茶道教室、健康太極拳、い
きいきヨーガなど、全14講座を実施しています。ぜひご参加
ください。詳しい内容や会費などはHP www.yamanaka-ik.jp/を
ご覧になるかお問い合わせください。
場 申山中いきいき広場（大井3－7－19☎3774－0981）
問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

高齢者クラブに入りませんか  
　高齢者クラブは、区内在住の60歳以上の方が、町会・自治
会などを単位に結成し、趣味の活動や地域に役立つ活動をし
ている自主的なグループです。
　区内には100以上のクラブがあり、レクリエーション、健康
づくりをはじめ、緑化推進などのボランティア活動にも積極
的に参加しています。
　地元で一緒に、楽しい時間、生きがいを感じる時間を過ご
しませんか。
問高齢者いきがい課高齢者クラブ担当☎5742－6734

楽しい時間を
仲間と一緒に
過ごしてみませんか？
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※重病の方は119番をご利用ください。

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）

11月11日㈰
18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）

11月11日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　おの歯科クリニック 南品川 3 － 4 －12 ☎5783－6556
　　　とよつぐ歯科クリニック 平　塚 1 － 6 －20 ☎3788－0907
　　　篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
　　　綱井接骨院 小　山 6 － 2 － 9 ☎3781－9330

11月18日㈰

　　　たつのこどもクリニック 大　井 1 －32－16 ☎3775－8600
　　　かすや歯科東海クリニック 南品川 3 － 4 －14 ☎3450－6870
　　　平和坂菅原歯科 西品川 2 －24－10 ☎5435－8110
　　　阿部整骨院 西品川 3 － 1 －20 ☎3490－2730
　　　須藤柔道整復院 中　延 5 － 9 － 5 ☎3783－0526

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

11月17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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薬
小内

歯

骨

歯

小
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病気やけがの緊急度や受診する科目をパソコンや
携帯電話などから確認できます。

病院へ行く？救急車を呼ぶ？
急な病気やけがで迷ったら

東京版
救急受診ガイド

携帯電話
から

QRコード QRコード

スマート
フォン
から

HP www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kyuuimuka/guide/main/index.html
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問い
合わせ

●文化スポーツ振興課　Fax5742－6585・6893
〠140－8715  広町2－1－36 第二庁舎6階
　●スポーツ係　☎5742－6838
　●生涯学習係　☎5742－6837
　●文化振興係　☎5742－6835・6

●品川区スポーツ協会・総合体育館
受付時間 : 午前9時～午後7時
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。
〠141－0022　東五反田2－11－2
☎3449－4400　Fax3449－4401

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600
Fax3781－6699

●品川保健センター
〠140－0001　北品川3－11－22 ☎3474－2225
●大井保健センター
〠140－0014　大井2－27－20 　☎3772－2666
●荏原保健センター
〠142－0063　荏原2－9－6　 　 ☎3788－7016

（5）

お知らせ
女性の人権ホットライン強化
週間
女性をめぐる様々な人権問題に関し、
人権擁護委員などによる電話相談を行
います。
日11月12日㈪～18日㈰
午前8時30分～午後7時
※土・日曜日は、午前10時～午後5時。
相談電話／0570－070－810
問東京法務局人権擁護部
☎5213－1234（内線）2516
広報広聴課区民相談室☎3777－2000

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

ピアカウンセリング～1人で悩
まず一緒に考えましょう
障害のある方同士で、情報交換や話し
合いを行いませんか。
日11月21日㈬、12月6日㈭・19日㈬、
25年1月16日㈬、2月7日㈭・20日㈬
午後1時30分～4時のうち都合の良い時間
人区内在住で障害のある方と家族
場申2日前までに、電話かFAXに「ピ
アカウンセリング」とし、希望日、住所、
氏名、年齢、連絡先、障害の程度を障
害者生活支援センター（旗の台5－2－
2心身障害者福祉会館内☎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。

臨海斎場休館のお知らせ
臨海斎場では館内設備点検や定期床清
掃などのため、臨時休館します。
●葬祭式場（利用できない期間）
通夜／11月19日㈪～21日㈬
告別式／11月20日㈫～22日㈭
●火葬（利用できない期間）
11月20日㈫～22日㈭
○11月20日㈫は、停電を伴う電気設備
の定期点検を行うため、保冷庫と予約
システムの運用を休止します。
問臨海斎場☎5755－2833

第119回高齢者と介護者のた
めの料理教室
日11月27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）
内簡単にできる料理
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
人20人（先着）　￥600円
申11月21日㈬までに、電話で成幸ホー
ム☎3787－5393へ

特別区職員技術職採用ＰＲイ
ベント
特別区技術職（土木造園・建築・機械・
電気）の仕事内容や魅力などを紹介し
ます。
日25年1月20日㈰午後0時50分～4時
場明治学院大学（港区白金台1－2－37）
内採用試験概要説明、講演、現役技術
職職員による仕事紹介、質疑応答
人25年度以降の採用試験受験希望者で
技術職での受験を希望している方500
人程度（抽選）
申12月25日㈫までに、往復はがきでイ
ベント名、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-siken.
htmからも申し込めます。
問人事課人事係☎5742－6628

旗の台文化センターは休館し
ます
正面階段などの工事のため全館休館し
ます。
日25年2月5日㈫～28日㈭
問同センター☎3786－5191

総合体育館トレーニング室
勤労感謝の日　特別プログラム

時間 種目
13:00～14:00 ①初心者姿勢調整運動教室
14:30～15:30 ②ボディパンプ ＊
19:00～20:00 ③大人のはじめてHipHop ＊
20:15～21:15 ④ボディコンバット ＊

日11月23日㈷
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。
※①と②または③と④、連続で参加し
た方に粗品を差し上げます。

ソフトテニス教室
日12月16日㈰
午前9時30分～午後4時30分
内ストロークの基本とゲームの進め方
人中学生以上の方
￥1,050円、中高生840円
場参当日､ 費用とラケットを持って東
品川公園庭球場（東品川3－14－9）へ
問スポーツ協会

民踊講習会～集まりやクリス
マスにも踊れる踊り
日11月24日㈯午後6時～8時30分
曲目／北海盆唄（北海道）、いい湯だな、
安里屋ユンタ（沖縄県）、ジングルベル
￥525円
場参当日、踊りやすい服装で上履きを
持って、戸越体育館へ

志賀高原スキー教室
日12月21日㈮午後10時～24日㉁午後9
時（大井町駅集合・解散、往復バス、
車中1泊、ホテル2泊）
※到着後ホテルにて仮眠有り。
場志賀高原サンバレースキー場
宿泊／ビワ池ホテル（3朝食2夕食付き）
人40人（先着）　￥31,000円
※2人1部屋希望の場合、1人1,000円増し。
主催／品川区スキー連盟
申12月11日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（11月19日㈪を除く）

家庭教育講演会
子どもの心とどう向き合うか
日12月3日㈪午前10時～正午
内不安を希望に変える子育て
講師／石川結貴（作家）
※手話通訳付き。
人430人（先着）
託児／2歳～就学前のお子さん20人
（先着）　※おやつ代100円。
○託児希望の方は、11月27日㈫までに
電話で庶務課へ。
場参当日、荏原文化センター（中延1－
9－15）へ
問庶務課庶務係☎5742－6823

「はじめての簿記」受講者募集
簿記の基礎（簿記3・4級程度）を学ぶ
講座です。

25年
1月

7日㈪・8日㈫・11日㈮・15日㈫・
18日㈮・21日㈪・22日㈫・25日㈮・
28日㈪・29日㈫

2月 5日㈫・8日㈮・12日㈫・15日㈮・
19日㈫・22日㈮・26日㈫

3月 1日㈮・5日㈫・8日㈮

※時間は午後6時15分～8時15分（全20回）。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内在住か在勤の方50人（先着）
￥2,000円（テキスト代）
申11月12日㈪～26日㈪に、電話でもの
づくり・経営支援課経営支援係☎5498
－6334へ

環境学習講座「お正月の寄せ
植え」
梅に笹など季節の草花を添えた寄せ植
え作りです。
日12月14日㈮午後1時30分～3時30分
講師／金子興一（山草会会員）
人20人（抽選）　￥1,030円
持ち物／作品を持ち帰るビニール袋
場申11月21日㈬（必着）までに、往復
はがきで講座名、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。

スポーツ 講座・講演

抗体検査は感染の機会があった時から
2カ月以上経っていれば可能です。

日第1・3木曜日午前9時～10時
申電話で同センター☎3474－2225へ

日第2・4火曜日午前9時30分～10時
申電話で同センター☎3788－7014へ

HIV感染者 エイズ患者
12月1日は世界エイズデー

増え続けています
　23年中のHIV感染者・エイズ患者報告数は
全国で1,529人、都内で409人でした。HIV感
染者は20～30歳代に、エイズ患者は30～40
歳代に多くなっています。
　エイズはHIVウィルスに感染し、免疫力が
低下し発病します。感染初期は症状がなく、
検査を受けないと感染の有無は分かりません。
現在では早期に治療開始することで、免疫力
の低下を抑制し、発病までの期間を延長させ、
日常生活への影響も少なくなっています。そ
のため、早期発見・早期治療が非常に重要です。
　保健センターでは、HIV抗体や性感染症の
検査を無料・匿名で実施していますので、気
になる場合は早めに検査・ご相談ください。

　パンフレットなどを設置して、最新の情報を案内しています。

日本語相談　☎3292－9090
　月～木曜日午前9時～午後9時、金曜日午前9時～午後6時、日曜日・祝日午後2時～5時
HIV感染者・家族（パートナー）相談　☎5259－0619
　月・水曜日午後4時～7時
ゲイ・バイセクシャル（男性専用）　☎5259－0750
　第2・4土曜日午後7時～9時
レズビアン・バイセクシャル（女性専用）　☎5259－0259
　第2・4日曜日午後7時～9時
英語相談　☎5259－0256
　土曜日正午～午後3時
聴覚言語障害者FAX相談　Fax5259－0643（24時間受付）

HIV抗体検査（予約制） 11月16日㈮～12月15日㈯はエイズ予防月間です

エイズ情報コーナー（保健センター、図書館、児童センターなど）

電話相談（主催／HIVと人権・情報センター）品川保健センター

荏原保健センター
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認知症予防「旅行」プログラ
ム講習会
旅行の計画・実施を通して脳を鍛える
生活の工夫を学びませんか。
日12月7日～25年1月25日の金曜日
午後1時30分～3時30分（全6回）
※12月28日、1月4日を除く。
場こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）
内講話「日常生活の中での認知症予防」、
脳の健康度測定、旅行企画プログラム
持ち物／筆記用具
人区内在住で、5回以上受講できる60
歳以上の方25人（先着）
※初回・2回目の受講は必須。
￥1,000円（教材費）
※計画した日帰り旅行は実費負担。
申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

発達障害・思春期サポート事業啓
発講演会「僕たち働いています」
日12月1日㈯午前10時～正午
内発達障害の当事者が語る就労の実際
人40人（先着）　￥500円（資料代）
場申11月28日㈬（必着）までに、往復
はがきかＥメールで講演会名、住所、
氏名、電話番号をパルレ（〠140－
0001北品川3－7－21北品川つばさの
家4階 moushikomi@gol.com）へ
問障害者福祉課療育支援担当
☎5742－6389

ウェルカムセンター原・交流
施設の教室
●初心者書道教室～書き初め
日12月8日～25年1月5日の土曜日
午後1時30分～3時30分（全4回）
※12月29日は除く。
人小学3年生以上の方20人（抽選）
￥2,000円
持ち物／書道用具、半紙
●ちりめん細工～正月飾りを作ろう
日12月5日㈬・12日㈬
午後1時～3時（全2回）
人15人（抽選）
￥2,500円（材料費込）
持ち物／裁縫道具、絹糸

―――――　共　　  　通　―――――
場申11月20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
現在募集中の講座です。定員になり次
第締め切ります。
①美しいペン習字～ペン字・筆ペン字
日11月15日～12月20日の木曜日
午後6時30分～8時30分（全6回）
※全11回のうち6回目からの途中入会。
人20人（先着）
￥9,000円（テキスト代別）
②スペイン語初中級
日11月24日～12月22日の土曜日
午前10時30分～正午（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会、
11月17日㈯の体験受講（500円）が必要。
人スペイン語を学んだ事のある方、も
う一度復習したい方10人（先着）
￥11,000円（テキスト代別）
③ボサノバを歌おう
日11月18日㈰、12月2日㈰・16日㈰
午後1時30分～3時（全3回）
※全5回のうち3回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥4,500円（教材費別）
④品川の匠シリーズ～面打ち・木工彫刻
日11月15日～12月20日の木曜日
午後3時30分～5時30分（全6回）
※全11回のうち6回目からの途中入会。
人12人（先着）
￥10,800円（教材費別）
⑤やさしい透明水彩画～写真から風景
画を描く
日11月29日㈭、12月6日㈭・20日㈭
午前10時～正午（全3回）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥4,800円（モチーフ代別）
⑥鎌倉彫
日11月19日～12月17日の月曜日
午後1時30分～3時30分（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
人12人（先着）　￥8,000円（教材費別）
―――――　共　　  　通　―――――
場申電話で同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ

地域と在住外国人との交流事業「WE 
LOVE SHINAGAWA! ～インド編」
インドと日本の文化交流を通して、地
域でともに暮らす仲間と出会ってみま
せんか。
日11月24日㈯午後3時～6時30分
内インド・日本双方の文化紹介、交流
イベント、カレー・サモサの販売他
場参当日、こみゅにてぃぷらざ八潮（八
潮5－9－11）へ
問地域活動課国際担当☎5742－6691

品川清掃工場見学会
日11月24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11月22日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

いきいきウオーキング
品川（城南）五山をめぐる
日12月2日㈰午前9時～正午
※雨天決行。
コース／御殿山小学校～島津山～池田
山～花房山～八ツ山～御殿山～御殿山
小学校　※約8㎞。
￥100円
参当日午前9時～9時30分に、費用を持っ
て御殿山小学校（北品川5－2－6）へ
※参加スタンプホルダー（首にかける
名札入れ）をお持ちの方はご持参くだ
さい。
問文化スポーツ振興課スポーツ係

マイガーデン南大井（区民農
園）収穫祭
マイガーデン南大井で恒例となりまし
た収穫祭を行います。
日11月23日㈷午前11時～午後1時
場みなみ児童遊園（南大井1－13－8）
内パネル展示、江戸野菜試食コーナー
など
問公園課公園維持担当☎5742－6789

学習会～今すぐできる「社会
貢献活動の資金づくり」
しながわパートナーズは、品川らしい
「協働」をともに考えていく場です。今
回はNPOやボランティア団体などが活
動を継続していくための資金について
学びます。
日12月1日㈯午後2時～3時30分
※終了後、交流・情報交換会を行います。
場こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）
講師／八木亜紀子（東京ボランティア・
市民活動センター専門員）
人社会貢献活動に関心のある方
申11月22日㈭までに、電話で地域活動
課協働・ふれあいサポート係☎5742－
6605へ

第197回日曜コンサート
日11月18日㈰午後1時30分～3時
曲目／ビショップ作曲「埴生の宿」他
出演／品川クラシック音楽協会
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

催　し ★

★

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11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/

●ダンスクラブ補助
講師と一緒にダンスを踊り、利用
者の簡単な補助をします。
日①火曜日13:15～14:35
②木曜日10:20～11:40
場しいのき学園（東品川3）
●お茶出し・髪乾かし
入浴後の髪乾かしやお茶出し、片
付けをします。
日水・木曜日9:30～12:00
場中延在宅サービスセンター（中延6）
人女性
●おしぼり作成
高齢者の介護で使用するおしぼり
を作ります。
日月～日曜日のうち1時間から
場ケアホーム西五反田（西五反田3）

●リハビリ手伝い
お茶出しやレクリエーションの手
伝い、見守りをします。
日月～木・土曜日13:30～15:30
場戸越台在宅サービスセンター（戸越1）
●演芸・楽器演奏
高齢者のデイサービスで、手品・
楽器・演芸などの披露をします。
日月～土曜日13:30～15:00
※30分から可。電子ピアノあり。
場通所介護すずなり立会川（東大井2）
●日常生活の補助
ドライヤーかけ、話し相手、お茶
入れ、散歩の付き添いなどをします。
日火・水・金・土・日曜日、祝日
10:00～13:00
場ぷらりす・湯～亀（旗の台4）

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

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。
対象施設／／区が指定する高齢者施設、障害者施設
など（さわやかサービス、ほっと・サロンの活動も

含まれます）
※詳しくはお問い合わせください。

○24年のはつらつカード（緑色）の有効期限は
12月31日㈪までです。
※50ポイントたまっている方の交換は随時受け
付けています。
交換方法／／「はつらつカード」と印鑑をボラン
ティアセンター（大井1－14－1）へ持参

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

内つえ・シルバーカー・車いす・介護用ベッド
などの展示、福祉機器のデモンストレーション
など
※①の会場では理学療法士による姿勢・歩行のアドバイ
スや暮らしを助ける自助具・生活用具の展示もあります。
問高齢者福祉課庶務係☎5742－6728

気持ちよく、楽に暮らすしながわ福祉機器展2012
日程 会場

①11月20日㈫・21日㈬午前9時30分～午後4時30分 第二庁舎3階ロビー
品川シアター（第二庁舎2階）

②11月29日㈭午前9時30分～午後3時30分 荏原文化センター（中延1－9－15）

講座・講演
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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

ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（10月31日現在）221,844,031円

10月31日現在、221,033,520円を岩手県宮古市（101,500,000円）・福
島県富岡町（101,500,000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

楽しくお得なイベントが盛りだくさんの
大商業まつりを開催します。
皆さん、お気軽にお越しくだ
さい。
◉記念品と景品が当たる大
抽選会　◉「本まぐろの解体
ショー」と即売会（入場制限あり）

午後1時より整理券配布（先着120人）
◉全国各地の名産品を取りそろえた地方物産展
◉区内のお店による「品川の銘店コーナー」　

◉カルチャーコーナー（体験型）　◉ダンス　◉吹奏楽の演奏会
◉区内のゆるキャラ大集合（午前11時から）　他
主催／品川区商店街連合会
問同連合会☎5498－5931、商業・観光課☎5498－6332

　品川区商連

大商業まつり

11月24日㈯
午前10時～
午後4時中小企業

センター
（西品川1－28－3）

結露を予防し、健康で快適な住まいを
空気中の水蒸気が冷やされ、水となって現れるのが結露です。住宅で最も目立つ
のが窓ガラスの表面に水滴となって現れるもの（表面結露）ですが、壁の内側に
発生し、建材を濡らすもの（内部結露）もあります。

結露の発生しやすい場所と被害
・暖房を使用しない北側の部屋やたんす裏の壁に結露し、カビが発生します。
・押入れに収納したふとんが結露で濡れたり、ダニが増えます。
・内部結露は壁板や柱などの建材を腐食させ、住宅の劣化を早めます。

室内の結露対策
①水分を発生させない
・洗たく物の室内干しは極力避けましょう。
・加湿器は、湿度計を確認してから使用しましょう。住宅の湿度はかなり高いので、
室温を低めに設定することで、加湿器を置くのと同じ効果が出る場合もあります。
②水分を追い出す
・窓開けなど、換気を意識的に行いましょう。換気は、室内の湿気の多い空気を
追い出し、外の乾いた空気を取り込むので、最も効果的な除湿方法です。
・煮炊きの時や入浴後は必ず換気扇を回し、発生した水蒸気を排気しましょう。
③水蒸気を結露させない
・暖かい部屋の水蒸気は寒い部屋へ流れ、結露します。部屋を締め切りにせず、
温度差が大きくならないようにしましょう。
●新築やリフォーム時には、内壁と外壁の間には十分に断熱材を入れましょう。
問生活衛生課環境衛生担当☎5742－9138

●郵便などによる不在者投票
○表1にあてはまる方は、自宅で投票用紙に候補者氏名を記入（自書）し、郵便や信書便
などで投票することができます。投票にはあらかじめ選挙管理委員会に申請・登録が必
要です。

○表1・表2ともにあてはまる方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た「代理記載人」
（選挙権を有する方）1人に代筆させることができます。

12月16日㈰は東京都知事選挙の投票日です 問選挙管理委員会事務局
☎5742－6845

障害名 等級
身体障害者手帳をお持ちの方 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳をお持ちの方 上肢または視覚の障害 特別項症～第2項症

●期日前投票
選挙人名簿に登録があり、投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭な
どの理由で、投票所へ行くことができないと見込まれる方は、事前に期日前
投票所で投票ができます。投票の際には、ご自分の入場整理券をお持ちくだ
さい。

●不在者投票
○出張や出産などで、品川区外に滞在し、投票所に行くことができないと見
込まれる方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
　 ・あらかじめ、「不在者投票宣誓書（兼請求書）」で品川区選挙管理委員会
に投票用紙を請求してください。
　 ・投票用紙の郵送に時間がかかりますので、請求は早めにお願いします。
○都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院（所）
中の方は、施設内で不在者投票ができます。
※詳しくは病院、老人ホームなどにお問い合わせください。

表2

選挙名 受付場所 受付期間 時間
都知事
選挙

261会議室（第二庁舎６階）11/30㈮～12/15㈯ 午前8時30分～午後8時
※土・日曜日も受け付けます。地域センター＊ 12/9㈰～15㈯

＊地域センターの窓口では、平日午後5時以降と土・日曜日は期日前投票の受け付けの
みを行います。住民票の写しの発行などの通常業務は行いませんのでご注意ください。

障害名など 等級など

身体障害者手帳を
お持ちの方

両下肢・体幹・移動機能の障害 1・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1・3級
免疫・肝臓の障害 1～3級

戦傷病者手帳を
お持ちの方

両下肢・体幹の障害 特別項症～第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓
の障害 特別項症～第3項症

介護保険被保険者
証をお持ちの方 被保険者証の「要介護状態区分等」の欄 要介護5

※郵便等による不在者投票は、本人が投票用紙に記入することが必要です。

表1
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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30日㈰、区では約200人の職員による水防本部第一次
配備態勢をとり、台風17号の関東地方への直撃に備えま
した。台風17号は、日曜日から翌月曜日未明の最接近が
予測されたことから、28日㈮に対応を決定し、風雨が強
まる前から巡回パトロールを行いました。

中延ねぶた祭り

9月15日㈯、中延商店街で、「第13回中
延ねぶた祭り」を開催。今年は、青森県
黒石市の大ねぷたなど過去最大となる大
小6基12団体の色鮮やかな 〝ねぶた〞 が
集結し、たくさんの見物客が訪れました。

大井・大森 夢フェア

9月15日㈯・16日㈰、大森ベルポートを
中心に、第13回大井・大森夢フェアが開
催されました。今年のテーマは「想

おも

いを、
行動に変える」。ステージでは吹奏楽やフ
ラダンス、ストリートダンス、太鼓演奏
などが行われ、多くの人でにぎわいました。

しながわ宿場まつり

9月29日㈯・30日㈰、旧東海道品川宿周
辺の八ツ山から青物横丁で、「第22回し
ながわ宿場まつり」が行われました。江
戸時代のふん装で約2㎞練り歩くパレー
ドを一目見ようと、旧東海道は外国人を
含む多くの見物客で埋め尽くされました。

オークランド市青少年表敬訪問

9月25日㈫、ニュージーランドのオーク
ランド市から来日した高校生15人が、区
役所を訪れました。品川区とオークラ
ンド市は平成5年に友好都市調印を行い、
これまで様々な交流を続けています。

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。

9月21日㈮～30日㈰、秋の全国交通安全運動にあわせて、
区内の各町会・自治会で、啓発活動を行いました。26
日㈬には、濱野区長が町会・自治会の活動場所を訪問し、
日頃の活動に対して感謝の気持ちを伝え、反射材などの
啓発グッズを手渡しました。

10月6日㈯・7日㈰、メイプルセンターで「しながわアーティ
スト展2012」を開催。今年は、「見て、感じて、しながわアー
ト！」をテーマに、様々な芸術家がパフォーマンスを披露
しました。作品展示のほか体験コーナーもあり、幅広い年
齢層の方が多様なジャンルの芸術を楽しんでいました。

しながわ
写真
ニュース

10月6日㈯、品川区子育て交流ルームの2号店「昭和通り
おばちゃんち」がオープン。昭和通り商店会の空き店舗
を活用して、地域の子育ての拠点とすることを目的とし
ています。おおむね3カ月～就学前のお子さんを預かると
ともに、子育ての不安解消のための相談なども行います。

10月1日㈪、きゅりあんで平成24年度品川区功労者表彰
式が行われました。長年にわたり品川区の自治、保健衛生、
教育文化、産業振興など各分野にご尽力いただいた289
人（普通表彰222人、特別表彰67人）の方々が表彰され、
濱野区長から表彰状と記念品が贈呈されました。

9月22日㈷、中小企業センターとしながわ中央公園グラウ
ンドで「みんな集まれふくしまつり2012」を開催。各会
場のバザーや模擬店などに多くの人が訪れました。中小
企業センターでは、福祉団体の皆さんによるダンスなど
が披露され、温かい拍手が寄せられました。

9月21日㈮、第一日野幼稚園で、園児たちの祖父母を招
く「コスモス会」を開催。元気に祖父母たちを迎え入れ、
一緒にお団子づくりに挑戦。味わいながら食べる園児や、
おいしさのあまり早々と完食している園児の様子に祖父
母たちは目を細めながら、会食を楽しんでいました。

10月11日㈭、ワタナベボクシングジム（東五反田5）が、セー
フティアップパトロール隊（略称SAP）として始動しまし
た。SAPとは、ボランティアによる地域の防犯パトロール
をする団体で、この日、WBA世界スーパーフェザー級王
者の内山高志選手を含む15人がパトロールを行いました。

ワタナベジムのワタナベジムの
防犯パトロール防犯パトロール

台風の直撃に備えて台風の直撃に備えて

子育て交流ルーム2号店子育て交流ルーム2号店
がオープンがオープン

祖父母を招いて祖父母を招いて
敬老イベント敬老イベント

品川区功労者表彰式品川区功労者表彰式

秋の全国交通安全運動秋の全国交通安全運動

区に区に縁縁
ゆ か り

のある芸術家がのある芸術家が
一堂に集結一堂に集結

みんな集まれみんな集まれ
ふくしまつりふくしまつり

11月11日に
人権特集号も
発行しています


