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に対するご意見をお寄せください
　地域防災計画は大地震など様々な災害に備えるため、災害対策基本法に基づき策定するものです。
　24年4月に東京都は「首都直下地震等による東京の被害想定」を公表しました。品川区における
被害想定は、揺れや火災などを原因とする建物被害や人的被害があり、また多くの避難者が発生す
るとされています。これらの被害の最小化を図るため、23年3月11日に発生した東日本大震災な
ど過去の実災害の教訓を踏まえて、「品川区地域防災計画」を改訂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、皆さんのご意見をお寄せください。

1月10日㈭までに、意見、住所、氏名、電話番号を防災課へ郵送かＦＡＸ、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。

応募方法

皆さんのご意見をお寄せください皆さんのご意見をお寄せください

「品川区地域防災計画（改訂素案）」は、区ホームページ、防災課（第二庁舎4階）、
区政資料コーナー（第三庁舎3階）、地域センター、図書館でご覧になれます。

「品川区地域防災計画（改訂素案）」

　東日本大震災で甚大な影響を及ぼした津波対策として、
これまで標高図の作成や区内約630カ所に海抜標示板を設
置、津波ワークショップの開催などを行ってきました。放
射能対策では、現在も区内2地点において大気中の放射線
量を測定し結果を公表しています。今後とも区民の方への
適切な情報提供を行います。
　また、大きな問題となった帰宅困難者対策として、事業
所等と連携し、外出者の行動ルールの周知と帰宅困難者用
物資の備蓄などを進めていきます。

定 と新 た な 被 害 想
課 題 へ の 対 策を強化します

自 助 ・ 共 助 ・ 公 助 に
よ る 災 害 対 策を推進します

段 階 に 応 じ た 防 災 対 策 を推進します
施策体系を13項目に分類し、3つの計画段階に分けることで、見やすく活用しやすい
計画をめざしました。

　区では、防災区民組織をはじめとして、一人ひとりの災
害に対する「自助」「共助」の防災意識の高揚に努めてき
ました。今後も一層、防災教育の普及、講演会などの開催、
防災広報の充実に努め、警察・消防・消防団などとも連携
しながら地域防災力の向上を図っていきます。
　同時に、区として行うべきこと「公助」についても国や
都と連携して進めていきます。

防災機関の業務大綱

区民と地域の防災力向上

安全なまちづくりの実現

安全な交通ネットワーク及び
ライフライン等の確保

物流・備蓄・輸送対策の推進

医療救護等対策

広域的な視点からの
応急対応力の強化

情報通信の確保

帰宅困難者対策

避難者対策

放射性物質対策

津波等対策

区民の生活の早期再建
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３つの計画段階施策体系13項目

防災課（〠140－8715品川区役所第二庁舎4階☎5742－6695Fax3777－1181）問い合わせ
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○5つの重点プロジェクト
4つの基本目標と1つの共通目標を達成する上で、
重点的かつ計画的な展開を図っていく必要のある
主要なテーマを『重点プロジェクト』に位置づけ
推進します。

○基本目標と共通目標
将来像を達成するための目標として、環境の
区分ごとに4つの基本目標と1つの共通目標を
設定しました。

に対するご意見をお寄せください
　区では、15年に策定した「品川区環境計画」を基に、地球環境・自然環境・生活環境・快適環境・
環境活動といった様々な角度から環境課題の解決に取り組んできました。計画期間が満了を迎える
ため、新たな環境課題を踏まえた計画の見直しを行い、区の環境政策の総合的な指針となる「第二
次品川区環境計画」を3月に策定する予定です。
　このたび、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

水とみどりが
つなぐまちを
実現する

持続可能な
地域社会を
実現する

健全で
やすらぎのある
生活環境を
実現する

快適で豊かな
まちをみんなで
伝え創り育てる

水質改善によ
る水辺の魅力アッ
ププロジェクト

電気自動車な
どの有効活用プロ
ジェクト

身 近 に あ る
「大切な環境」発
見プロジェクト

体験型環境学
習の充実プロジェ
クト

民間活力
を活用した再
生可能エネルギー
の導入推進プロ
ジェクト

＜将来像＞
みんなで創る
環境都市
しながわ

環境問題に取り組むには、一人ひ
とりが自らの責任と役割を自覚
し、それぞれの立場から取り組み
を継続することが重要です。持続
可能な発展を遂げ、生活も産業も
環境も向上できる環境都市。そん
な『やすらぎとにぎわいが同居す
るまち』をめざすことが将来世代
に対するわれわれの責務です。

計画の策定方針

20年4月に、区民と区との協働指針として策
定した、新たな「品川区基本構想」の3つの基
本理念「暮らしが息づく国際都市、品川区をつ
くる」「伝統と文化を育み生かす品川区をつく
る」「区民と区との協働で、『私たちのまち』品
川区をつくる」を基に本計画を定めます。

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。

基本目標②
（自然環境）

基本目標③
（生活環境）

基本目標④
（快適環境）

基本目標①
（地球環境）

「第二次品川区環境計画（素案）」

環境課（〠140－8715品川区役所本庁舎6階☎5742－6749Fax5742－6853）問い合わせ

1月10日㈭までに、意見、住所、氏名、電話番号を環境課へ郵送かＦＡＸ、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。

応募方法

皆さんのご意見をお寄せください皆さんのご意見をお寄せください

「第二次品川区環境計画（素案）」の全文は、区ホームページ、環境課（本庁舎6階）、
区政資料コーナー・環境情報活動センター（第三庁舎3階）、地域センター、図書館でご覧になれます。

計画
期間

25～34年度
（10年間）

共通目標
環境教育・

環境コミュニケー
ションを充実する
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に対するご意見をお寄せください
　区はこれまでも、質の高い循環型社会の形成をめざし、様々な清掃・リサイクル事業を展開して
きました。今後もさらなる取り組みを進めるため、「品川区一般廃棄物処理基本計画（第3次）」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、皆さんのご意見をお寄せください。

「「品川区一般廃棄物処理基本計画品川区一般廃棄物処理基本計画（第3次）素案」（第3次）素案」

①区民1人1日あたりの総排出量 目標　641（g／人・日）

23年度762g⇒29年度に692g⇒34年度に641g

②区民1人1日あたりの収集ごみ量 目標　440（g／人・日）

23年度567g⇒29年度に495g⇒34年度に440g

③区民1人1日あたりの資源回収量 目標　201（g／人・日）

23年度194g⇒29年度に197g⇒34年度に201g

④資源化率 目標　31％

23年度26%⇒29年度には28%⇒34年度には31%

計画
期間

25～34年度
（10年間）

品川区一般廃棄物処理基本計画とは 計画の策定方針
第2次計画を策定してから5年が経過したことから、ごみの分
別変更や社会情勢などの変化に対応した今後の取り組みにつ
いて、目標や具体的施策を定めることを目的とします。

一般廃棄物の処理責任を負う品川区が区域内の
一般廃棄物を管理し、適正な処理を行うための
基本となる計画です。

計画の目標値の達成状況
を踏まえ、区民1人1日あ
たりの総排出量を減量し、
34年度の資源化率を31％
となることをめざします。

環境に配慮した持続可
能な循環型社会の構築
に向けて、区民・事業
者とともに次代につな
ぐ品川区をめざします。

数値目標

基本理念

３Rを通じた
資源循環

循環型社会
持続可能な
社会

自然共生社会
自然の恵みの
享受と継承

温室効果ガス
排出量の大幅削減

低炭素社会 品川区の基本理念品川区の基本理念
「循環型都市しながわ」「循環型都市しながわ」

の実現の実現

基本方針1
発生抑制の推進

基本方針2
リサイクルの推進

基本方針3
情報提供と区民参画の推進

基本方針4
適正処理の推進

ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（11月29日現在）227,430,839円

11月29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

品川区清掃事務所（〠141－0032大崎1－14－1☎3490－7705Fax3490－7041）問い合わせ

1月10日㈭までに、意見、住所、氏名、電話番号を品川区清掃事務所品川庁舎へ郵送かＦＡＸ、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。

応募方法

皆さんのご意見をお寄せください皆さんのご意見をお寄せください

「品川区一般廃棄物処理基本計画（第3次）素案」の全文は、区ホームページ、品川区清掃事務所品川庁舎（大崎1－14－1）・
荏原庁舎（平塚1－10－11）、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、地域センター、図書館でご覧になれます。



●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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※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 2/17㈰ ① 9:30～12:30

②13:30～16:30
荏原保健
センター 2/ 2㈯ 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1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

母乳相談

母乳の飲ませ方や、母乳育児のポイント
について、助産師がアドバイスします。
日1月10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

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 

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）

12月16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）

12月16日㈰

　　　京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
　　　あべ歯科医院 東大井 5 －12－ 5 ☎5460－4182
　　　杉原歯科医院 平　塚 3 － 1 －15 ☎5498－1394
　　　品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
　　　武石接骨院 豊　町 2 －17－ 8 ☎3781－4450

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

12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
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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

わくわくクッキング大井・荏原教室
食生活などについて学び、料理を作ります。
①大井教室
日1月17日～3月21日の木曜日  午前10時～11時30分（全10回）
※調理実習は4回午後1時まで。
場東大井地域密着型多機能ホーム（東大井5－8－12）
②荏原教室
日1月17日～3月21日の木曜日  午前10時～正午（全10回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
―――――――――――　共　　通　―――――――――――
人区内在住で、会場への往復ができるおおむね65歳以上の方
各10人（先着）
￥各2,000円（調理実習代別）
申1月7日㈪までに本人が電話で、①はみんなの食育☎6674－1803
（午前9時30分～午後5時。火曜休）、②は長寿社会文化協会☎
5405－1501（午前10時～午後5時。土・日曜休）へ　　
問高齢者いきがい課☎5742－6733
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日1月10日～2月28日の木曜日
（全8回）
コース・対象・時間／
①パンダ（平成19年4月2日～21
年4月1日生まれ）
午前9時15分～10時15分
②コアラ（平成21年4月2日～22
年4月1日生まれ）
午前10時30分～11時30分
内マット、ボール、リトミック、
トランポリン　他
人各50組（抽選）
￥各3,680円（保険料込）
場申12月17日㈪までに、往復はが
きで教室名、コース、住所、電話
番号、親子の氏名（ふりがな）、お
子さんの生年月日・性別を戸越体
育館へ

第3期親子体操教室

薬
小内

毎年、12月下旬から3月にかけてインフルエンザが流行します。イン
フルエンザは、症状が出る1日前から周囲への感染力があります。自
分の体を守り、周囲の人にうつさないよう次のことに注意しましょう。

●感染予防のポイントは、「手洗い」、「せきエチケット」、「予
防接種」です
•外出や出勤、登校、登園後には石けんと流水を使った手洗いを心が
けましょう。
•せきやくしゃみをする時には、周囲へうつさないために、マスクや
ハンカチ、上着の袖部分などで口と鼻を押さえましょう。
•食器やタオルなどの共有や、回し飲みはやめましょう。
•空気の乾燥を防ぎ、室内の湿度を50～60％に保ちましょう。
•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。接種の際はかかりつけの医師とよく相談してください。
○医療機関を受診する場合には次のことに注意しましょう。
•体調が悪いときには、早めに受診をしましょう。
•周囲への感染を防ぐために、本人・同行者はマスクをして受診しま
しょう。
•なるべく平日昼間に受診しましょう。
問保健予防課☎5742－9153
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インフルエンザに注意しましょう

日1月12日㈯午後1時～3時
場総合体育館
人区内在住か在学の小中学生100人（先着）
※小学3年生以下は保護者同伴。
※親子での参加も可。
申12月20日㈭までに、往復はがきで教室
名、参加者の住所・氏名・年齢・電話番
号を文化スポーツ振興課スポーツ係へ
○午後3時30分からエキシビジョンマッ
チあり（どなたでも観覧できます）。

スポーツ祭東京2013開催記念
トップ選手と一緒にハンドボールを体験
してみよう！



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
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お知らせ
第4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12月21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

住まいの施工業者を紹介します
住宅の修繕や増改築などの工事を予定
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1業者紹介し
ます。相談受付から3・4日程度で担当
する施工業者から直接連絡を差し上げ
ますので、工事内容や金額などについ
て相談してください。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

品川＆早川ふるさと交流「早川町
民スポーツ広場」の利用申し込み
早川町で夏の合宿をしてみませんか。
日7月21日㈰～8月31日㈯
人区内のスポーツ団体
￥1時間450円（広場使用料）
申1月11日㈮（必着）までに、はがき
かFAXに「スポーツ広場」とし、団体名、
種目、利用人数、代表者の住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号、利用希望日、宿泊
先を地域活動課市町村交流担当（〠140
－8715品川区役所☎5742－6856 Fax
5742－6877）へ
※利用希望日が重複した時は抽選。

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12月25日㈫午前10時～午後3時
人区内在住で、健康で働く意欲のある
60歳以上の方
場参当日、大井第三区民集会所（西大
井4－1－8）へ
問同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。

障害者福祉手当を支給します
障害者福祉手当は、12月19日㈬頃受給
者の口座に振り込みます。対象となり
申請をしていない方は、お問い合わせ
ください。なお、申請時に65歳以上の
方は対象になりません。
※振込通知は年に1度、4月期に送付し
ます。
人次のいずれかにあてはまる方
○身体障害者手帳1～3級
○愛の手帳1～4度
○脳性まひ・進行性筋萎縮症
○戦傷病者手帳特別～第4項症
○規則に定める特殊疾病にり患している
○精神の障害により1級の障害基礎年金
などを受給している
※児童育成手当（障害手当）の対象に
なる方、障害者支援施設や特別養護老
人ホームなどの施設へ入所している方
は対象になりません。※所得制限額（扶
養のない方で3,604,000円）を超えてい
る方は対象になりません。※所得超過
により対象でなくなった方も、翌年度
以降の所得が制限基準内になれば、再
び申請できる場合があります。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707 Fax3775－2000）

「見えない人・見えにくい人と
読書」展示中
障害者週間にあわせて展示しています。
日12月30日㈰まで
内໐図書館の利用が困難な方を対象に
実施している障害者サービスの紹介
໐品川図書館が所蔵する点字図書・録
音図書・「さわる絵本」など、視覚障害
者向け資料の展示
໐視覚障害者と読書・メディア・社会
環境に関する本の特集
場問品川図書館
（北品川2－32－3☎3471－4667）

ケータリングカーでランチの
提供をする団体を募集します
　五反田ふれあい水辺広場でケータリ
ングカーによるランチの提供をしてい
ただく団体を募集しています。
　詳しくは、区ホームページの「目黒川
利活用事業計画および募集用件」をご覧
いただくか、お問い合わせください。
問河川下水道課水辺の係
☎5742ー6794

教育に関する意見交換会
教育改革「プラン21」のこれまでの取
り組みと成果、課題に関し、町会長・
自治会長を中心に教育委員会との意見
交換を行います。
日2月6日㈬午後6時30分～8時30分
場大崎第二地域センター（大崎2－9－4）
人上記地域センター管内在住で参加を
希望する区民の方（抽選）
申12月21日㈮までに、はがきか電話、
FAXに「教育に関する意見交換会」とし、
住所、氏名、年齢、電話番号を庶務課
庶務係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6823 Fax5742－6890）へ

日帰り温泉施設大江戸温泉物語
　品川区国民健康保険か後期高齢者医
療制度に加入している方は、お台場に
ある日帰り温泉施設「大江戸温泉物語」
で、保険証（コピー可）の提示をすると、
割引料金で利用できます。（1人の提示
で5人まで。年度内何回でも可）。
　タオルや浴衣、化粧水などの小物や
休憩室（女性専用有り）も完備してい
ます。手ぶらで気軽にストレス解消、
疲労回復にご利用ください。
￥1,150円　※ナイター（午後6時以降
の入場）は、800円、4歳～小学生200円。
※深夜2時以降の滞在は追加料金有り。
※浦安店「浦安万華郷」は一般料金から
300円割り引いた料金で利用できます。
交通／品川駅・東京テレポート駅から
無料送迎バスあり
大井町駅からバス｢船の科学館｣行き「東
京港湾合同庁舎前」下車徒歩2分
テレコムセンター駅下車徒歩2分
問国保医療年金課保険事業係
☎5742－6675

初心者硬式テニス教室（夜間）
日1月17日～3月7日の木曜日
午後7時～9時（全8回）
場総合体育館
人学生を除く16歳以上の方40人（抽選）
￥5,000円（保険料・ボール代込）
申1月7日㈪までに、往復はがきで教室
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号をスポーツ協会へ

第19回区民マスターズ水泳大会
●個人部門（1人3種目まで可）
自由形・背泳・平泳ぎ・バタフライ（各
25ｍ）、個人メドレー（100ｍ）
年齢区分／15区分
（①18～24歳②25～89歳で5歳ごとの
13区分③90歳以上）
￥1種目735円
●リレー部門（1チーム4人100m）
年齢区分／4人の合計により6区分
（①72～119歳②120～279歳で40歳ご
との4区分③280歳以上）
￥1チーム1,680円
―――――　共　　  　通　―――――
日2月11日㈷午前9時から
場日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）
申1月26日㈯までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（12月17日㈪と1月21日㈪
を除く）　※ローカル・ルール（飛び込
みは台下から可など）があります。
※年齢は大会当日の年齢。

第62回品川区民スポーツ大会
（冬季）区民マラソン大会
日3月10日㈰午前9時集合
※雨天決行。
場大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森
外周コース（八潮4－1）
種目／
○小学生ファミリー（1・2年生）2km
○小学生ファミリー（3・4年生）2km
○小学4～6年生 2km　
○中学生 3km
○一般（高校生以上）5km・10km　
○壮年（40歳以上）10km
○壮年（50歳以上）5km　
○壮年（60歳以上・男子のみ）5km
※年齢は大会当日現在。
※1人1種目まで。
※小学生ファミリー父母は、2種目可。
※小学生ファミリーは、子と親か祖父
母とのペア。
※父兄によるトラックギャラリーラン
（500～600ｍ）もあります。
※成績優秀者は、11月24日㈰予定の第
35回丹沢湖マラソン大会に区代表選手
として招待。
￥500円、高校生以下300円、ファミリー
800円（保険料込）
申2月2日㈯までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（12月17日㈪・1月21日㈪を除く）

スポーツ

正規職員・育児休業代替任期付職員募集
採用区分 採用職種 受験資格 採用予定数 主な勤務場所 第1次選考

正規職員

看護師（Ⅱ類） 国籍を問わず、昭和43年4月2日以降に生まれ、看護師免許を有する方
（平成25年2月に実施される国家試験により免許取得見込みの方を含む） 若干名 保育園など 択一（教養）

・作文

歯科衛生（Ⅱ類）
国籍を問わず、昭和48年4月2日以降に生まれ、歯科衛生士の免許を有
する方（平成25年3月に実施される国家試験により免許取得見込みの
方を含む）

若干名 保健所・保健
センターなど

択一（教養）
・作文

育児休業代替
任期付職員

（任期はおおむね6カ月～3年）

事務（Ⅲ類） 日本国籍を有し、平成7年4月1日までに生まれた方 5人程度 区役所など 択一（教養）
・作文

福祉
（保育士・Ⅱ類）

国籍を問わず、次の全てにあてはまる方
①平成5年4月1日までに生まれた
②保育士資格を有し、25年4月1日時点で、都道府県知事の保育士登録
を受けている（取得・登録見込みを含む）

10人程度 保育園など 作文

保健師（Ⅰ類）

国籍を問わず、次の全てにあてはまる方
①平成3年4月1日までに生まれた
②保健師資格を有する（平成25年2月に実施される国家試験により取
得見込みを含む）

若干名
保健所・

保健センター
など

論文

任用開始／4月1日以降
第1次選考日／1月13日㈰　第2次選考日／2月中旬（面接）
実施要綱・申込書配布場所／人事課（本庁舎5階）、地域センター、サービスコーナー
※郵送を希望する場合はお問い合わせください。
※区ホームページからダウンロードもできます。

申1月4日㈮（必着）までに、人事課人事係（〠140－8715品川区役所☎5742－
6628）へ持参か、簡易書留で郵送
○区ホームページから電子申請もできます。
※申込方法・受験資格など、詳しくは実施要綱で必ずご確認ください。



●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）
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日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員

¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ（http://）情報館 キッズクラブ・シニアクラブ・健康ひろばは4ページです
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第62回品川区民スポーツ大会
（冬季）スキー大会とスキー教室
日1月18日㈮午後10時～20日㈰午後9
時（大井町駅集合・解散、往復バス）
場志賀高原サンバレースキー場
宿泊／ビワ池ホテル
内教室＝初級以上の技術指導とポール
練習、大会（19日㈯午後）＝全長約
150ｍに20旗門程度の回転競技
※大会は、初級以上の技量があれば参加
可。教室参加者の大会への参加は自由。
人18歳以上の方80人（先着）
￥18,000円（交通費・宿泊費・大会参
加費込）
※当日、大会のみ参加の場合も申し込
みが必要（500円）。
申1月4日㈮までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（12月17日㈪を除く）

第64回会長杯争奪卓球大会
日1月20日㈰午前9時から
場戸越体育館
種目／一般男子・女子、中学男子・女
子（15歳以下）、高校男子・女子（18
歳以下）、39歳以下男子・女子、40歳
以上男子・女子、50歳以上男子・女子、
60歳以上男子・女子、初級の部
※一般種目と年代種目の重複に限り、1人
2種目可（女子は男子種目に出場可）。
￥1種目1,200円、連盟登録者900円
※18歳以下は1種目500円。
主催／品川区卓球連盟
申1月8日㈫までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（12月17日㈪を除く）

シルバーピンポン＆初心者卓
球教室
日1月7日～2月4日の月・金曜日
午後0時30分～2時30分（全8回）
※1月14日を除く。
人45人（抽選）
①シルバーピンポン＝60歳以上の方
②初心者卓球＝59歳以下の初心者
￥①2,500円②4,000円
（ボール代・保険料込）
場申12月20日㈭までに、往復はがきで
教室名、番号、住所、氏名、年齢、電
話番号、経験の有無を戸越体育館へ

バドミントン教室（初・中級者）
日1月12日㈯・19日㈯・26日㈯
午後1時～5時
￥1回1,000円、中学生以下200円
主催／品川区バドミントン協会
場参当日、ラケット、上履き、費用を持っ
て戸越体育館へ

消費生活教室「相続・遺産分割の基本
と今日からできる具体的セミナー」
日12月19日㈬午後2時～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）　
講師／堀美鳥（ジブラルタ生命保険チー
フインストラクター）
人30人（先着）
申12月18日㈫までに、電話で消費者セ
ンター☎5718－7181へ　

中途失聴・難聴者サポーター
養成講習会
聞こえにくい悩みを持った方の支援方法を
学び、関わりの中で役立ててみませんか。
日1月10日～3月14日の木曜日
午後1時30分～3時30分（全10回）
人区内在住か在勤で、18歳以上の健聴
な方20人（抽選）
場申1月4日㈮（必着）までに、往復は
がきで講習会名、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号（日中連絡が取れる）、生年月
日（年齢）を心身障害者福祉会館（〠
142－0064旗 の 台5－2－2☎5750－
4996）へ

介護のしごと・ウエルカム応
援セミナー
日内①1月21日㈪＝利用者とのコミュ
ニケーションの基本
②1月28日㈪＝現場で求められる介護実践
③2月4日㈪＝実はあります！こんな働き方
※時間は午後6時30分～8時30分。
※希望により、区内の介護サービス事
業所1日見学・体験可。
人介護の仕事に就きたい方25人（先着）
※資格の有無は問いません。
場申1月15日㈫までに、電話で品川介
護福祉専門学校（西品川1－28－3☎
5498－6364）へ

産業技術高等専門学校オープンカレ
ッジ「ＴＯＥＩＣTest講座（入門編）」
模擬試験問題を使用して試験の形式を
知り、リスニング・リーディングセク
ションの攻略法を取得します。
日1月19日～3月30日の土曜日
午前10時～正午（全8回）
※1月26日、2月16日、3月9日を除く。
人10人（抽選）
￥14,200円（テキスト代込）
場申12月27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
号を同校（〠140－0011東大井1－10
－40 Fax3471－6338 office@s.met
ro-cit.ac.jp）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

区民大学教養講座「漂泊へのいざな
い～西行・芭蕉から山頭火・方代まで」
日程

（全6回） 内容 講師

1/29
㈫

心なき身にも哀れは知
られけり鴫（しぎ）立
つ沢の秋の夕暮れ

～西行

浅見和彦
（成蹊大学
教授）

2/5
㈫

世にふるもさらに時雨
のやどりかな

～宗祇

廣木一人
（青山学院大
学教授）

2/12
㈫

旅人と我名よばれん
初しぐれ

～松尾芭蕉 復本一郎
（神奈川大学
名誉教授）2/19

㈫
旅人の我も数なり
花ざかり

～井上井月

2/26
㈫

うしろすがたのしぐれ
てゆくか

～種田山頭火
村上護
（俳人）

3/5
㈫

ふるさとの右左口郷（う
ばぐちむら）は骨壺の
底にゆられてわがかえ
る村

～山崎方代

大下一真
（歌人）

※時間は午後2時～4時。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人16歳以上の方100人（抽選）
￥1,500円
託児／2歳～就学前のお子さん2～10人
※おやつ代600円。
申1月11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、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

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素肌美と小顔をめざす
韓流式顔ツボ美容法
日1月15日㈫・29日㈫
午後1時30分～3時（全2回）
人14人（先着）　￥4,000円（教材費別）
②基礎から学ぶ長唄三味線
＜30分個人稽古＞
日1月11日～3月22日の金曜日
午後5時～8時20分の間の30分（全6回）
人6人（先着）　￥18,000円
③カリグラフィー
日1月11日～3月22日の金曜日
午後6時45分～8時15分（全6回）
人20人（先着）　￥9,000円（教材費別）
④気軽に英会話＜入門＞
日1月17日～3月21日の木曜日
午前10時30分～正午（全10回）
人英会話を始めようとしている方10人
（先着）
￥22,000円
⑤画材を楽しむ土曜絵画教室
デッサン・水彩・アクリル・油彩
日1月12日～3月23日の土曜日
午前10時～正午（全6回）
人15人（先着）　
￥9,600円（モチーフ代別）
⑥暮らしに生かす気学と風水＜入門＞
日1月17日㈭、2月21日㈭、3月21日㈭
午前10時30分～正午（全3回）
人12人（先着）　
￥4,500円
―――――　共　　  　通　―――――
場申電話で同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ

第198回日曜コンサート
日12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／タレガ作曲「アルハンブラ宮殿
の思い出」　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

講座・講演

スポーツ

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。

ボランティア対象施設／
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）をお持ちの方は
ポイントを交換してください。
12月末までの活動でためたポイントを交換してく
ださい。
50ポイント未満の方の交換方法／／1月15日㈫～2月
28日㈭午前9時～午後5時に「はつらつカード（緑
色）」と印鑑を持って品川ボランティアセンター（大
井1－14－1）へ
※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。
○新しいカードを送ります。
現在、はつらつカードをお持ちの方には、1月
から使用できる「はつらつカ－ド（ピンク色）」
を12月中に送付します。

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/

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

●レクボランティア
個人かグループで音楽や演芸など
を披露します。
日月～土曜日、祝日13:30～15:00
場サンケア小山（小山6）
●傾聴ボランティア
利用者の話し相手などをして、一
緒に過ごします。
日日～土曜日14:00～15:00
場グループホームロイヤル西大井
（西大井2）
●料理クラブの補助
材料や調理器具の準備、調理の補
助や片付けなどをします。
日月1回（水曜日）16:00～17:00
※不定期。
場中原児童センター（小山1）

●昼食時の手伝い
利用者と話したり、お茶出しや湯
のみ洗いをします。
日水・土曜日11:30～12:30
場デイサービスセンター八潮陽だ
まり（八潮5）
●作業手伝い
手芸・クリーニング作業、公園清
掃の手伝いをします。
日月～金曜日10:00～15:00
※要相談。
場かもめ第3工房（西五反田2）
●園芸サークルの補助
利用者が行う作業を補助したり、
見守りをします。
日第2・4水曜日12:30～15:00
場さつき園（八潮5）

ポ

■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

ポ

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。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

ポ

催　し ★

★



品川＆早川ふるさと交流～温泉
巡りとシシ鍋料理を楽しむ会
日①2月2日㈯～3日㈰
②2月16日㈯～17日㈰
（午前7時25分区役所集合、午後5時30分
区役所解散、1泊2日、往復バス）
宿泊／①町営ヘルシー美里（温泉）
②町営ヴィラ雨畑（温泉）
内秘湯の温泉巡り、シシ鍋料理、赤沢
宿ウオーキング
人区内在住か在勤で、1時間程度の山道
を歩ける方①32人②23人（抽選）
￥12,000円、小学生以下7,000円
（交通費・宿泊費込）
申12月20日㈭（必着）までに、はがき
かFAXに「シシ鍋」とし、番号、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☎
5742－6856Fax5742－6877）へ

楽しい招福まち歩き
新春荏原七福神めぐり
日1月6日㈰①午前10時②午前10時30分
③午前11時　※集合は30分前。
※小雨決行。
コース／大井権現神社（福禄寿）～東
光寺（毘沙門天）～養玉院（布袋尊）
～上神明天祖神社（弁財天）～法蓮寺（恵
比寿）～摩耶寺（寿老人）～小山八幡
神社（大国天）　
※全行程2時間30分程度。
※途中、大井権現太鼓見学、琴演奏を
ききながらおしる粉で休憩、しし舞と
福袋で招福します。
人各100人（先着）
￥各500円（地図代・保険料込）
申12月20日㈭までに、直接か往復はが
きに「荏原七福神めぐり」とし、番号、
参加者全員の住所・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☎5743－7642）
へ

品川清掃工場見学会
日12月22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12月20日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

ニューイヤー・クラシック・
ファミリーコンサート
日1月20日㈰午後2時開演
（午後1時30分開場）　
場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
演目／美しく青きドナウ、スケルツォ第
2番、ヘンリー・マンシーニの想

おも

い出  他
出演／品川区民管弦楽団、品川区民吹
奏楽団、宮澤尚子（品川区民芸術祭
2010新人オーディション入賞者）
人250人（抽選）
※未就学児は保護者同伴。
申12月21日㈮（必着）までに、往復はが
き（4人まで）に「ニューイヤーコンサート」
とし、全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号を品川文化振興事業団（〠140－
0011東大井5－18－1☎5479－4112）へ
※定員に満たない場合は、12月26日㈬
午前10時から電話受付（先着）。

品川＆早川ふるさと交流～ヘル
シー美里ゆく年くる年プラン
もちつき体験（年越しそば）や、お正
月遊び、書き初めなどが楽しめます。
日12月28日㈮～1月3日㈭のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（温泉）
人区内在住か在勤の方
￥7,300円、小学生6,670円（1泊2食付
き宿泊費、プログラム参加費、消費税）
※区内在住の方は、年度内3泊まで
2,000円の助成が受けられます。
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

（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

品川区民憲章制定30周年記念

成人式成人式
記念式典記念式典
にご参加ください
新成人が実行委員になって、記念式典の司会や
イベントの運営を行います。皆さんの参加をお
待ちしています。
日1月14日㈷午前11時から（受付は午前10時30分から）
場きゅりあん（大井町駅前）
人平成4年4月2日～5年4月1日生まれで区内在住
の方　※対象の方には12月中に案内状を送付します。
問総務課総務係☎5742－6625

品川区防災ラジオは、販売予定台数に達したため、
申込受付を終了しました。すでに申し込みした方
で、まだ手元に届いていない場合は、防災課まで
ご連絡ください。
問防災課☎5742－6695

防災ラジオ購入あっせん終了のお知らせ

携帯電話やパソコンの端末から、メンタルヘルス（ストレス度やこころの落
ち込み度）のチェックができるサービスを行っています。

継続的な飲酒で不安やストレスを紛らわしていると、やがてアルコール依存
症になる場合があります。また、アルコールは睡眠の質を低下させ、うつ病
を引き起こす可能性もあります。最近、飲酒の回数や量が増えたと感じる方
はチェックしてみてください。「本人モード」「家族モード」があります。
利用方法／携帯電話、パソコンからアクセスしてください。
ホームページ：fi shbowlindex.jp/shinagawa/
※通信料金は自己負担。
　

　　　　  保健センター、保健所（本庁舎7階）で配布しています。

一人で悩まずに、ご相談ください。
問品川保健センター☎3474－2904
　大井保健センター☎3772－2666
　荏原保健センター☎3788－7016

飼育員が生き物たちと
のふれあいの中で培っ
てきた知識や仕事上で
の工夫をクイズ形式で
展開します。広く生き
物についての知識を深
められます。
日12/15㈯～1/7㈪

●気分は海底散歩！
沖縄の亜熱帯の海水魚が増えて、明るく鮮やかなト
ンネル水槽では、水中ショーも開催。
※曜日により時間が変わります。詳しくはお問い合
わせください。

●全国でも珍しい、アザラシのパフォー
マンスショー！
アザラシのコミカルな動きと愛きょうたっぷりな
ショーです。ゆかいな楽器演奏、ダイナミックなジャ
ンプもお楽しみください。
※1日2回、曜日により時間が変わります。詳しく
はお問い合わせください。

○他にも楽しいコーナーがたくさんあるよ！
・クラゲたちに癒されよう！　クラゲたちの世界
・サメの海は大迫力！！　シャークホール

開館時間／10：00～17：00（入館は閉館30分前まで）　休館日／火曜日、1/1　※12/18・25は開館。
￥1,300円（800円）、小・中学生600円（400円）、4歳以上300円（200円）、65歳以上1,200円（700円）
※区内在住の方は、住所が確認できるものを各自提示すると（　）内の金額になります。65歳以上の方は
年齢確認できるものも必要です。
場問同館（勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433 HP www.aquarium.gr.jp/）

「冬の特別展示」「冬の特別展示」
飼育係からの挑戦状～冬編～飼育係からの挑戦状～冬編～
君はどれだけわかるかな？君はどれだけわかるかな？

ストレスチエツ ーク ビサ ス 品川区こころの体温計

QRコード

12月1日より、“アルコールチェックモード”を追加しました

こころの電話帳【困りごと、悩みごと相談窓口一覧】

施設予約システムを、1月26日㈯から全面リニューアルします。移行作業の
ため1月25日㈮午後8時30分から26日㈯午後1時（予定）まで利用できません。
主な変更点／
○お客様へのお知らせ　ログイン後、お知らせを送ります。お知らせがある
場合はマークが表示されます。
○パスワード変更　インターネットからのパスワード変更ができます。
○メール通知　抽選申し込み・当落結果などのメール配信が可能になります。
○稼働時間　5:00～翌2:00が5:00～0:00になります。
問い合わせ／文化スポーツ振興課スポーツ係
★リニューアルの詳細やサンプル画面を、施設予約システムに掲載しますの
でご確認ください。
○集会所利用者システム
　https://yoyaku.city.shinagawa.tokyo.jp/syukaiuser/htdocs/servlet/PStartServlet
○スポーツ利用者システム
　https://yoyaku.city.shinagawa.tokyo.jp/sportsuser/htdocs/servlet/SportsServlet

「施設予約システム」をリニューアルします

投票の際には、入場整理券に記載されている投票所へ、ご自分の氏名が記
載されている入場整理券をお持ちください。万一入場整理券を紛失しても
投票することができますので、投票所の相談係にお申し出ください。
問選挙管理委員会事務局☎5742－6845

12月16日㈰は東京都知事選挙・
衆議院議員選挙の投票日です

投票時間
午前7時
〜

午後8時

ハリセンボンのトゲは何本？



● 品川区この1年
● 区財政状況の公表
● 年末年始の区の窓口、施設案内
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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。

10月18日㈭、天王洲公園野球場で、スポーツ祭東京
2013のプレイベントとなる、グラウンド・ゴルフのリ
ハーサル大会が行われました。品川区は、スポーツ祭東
京2013のデモンストレーション競技となるグラウンド・
ゴルフの会場になります。

品川区民作品展

11月7日㈬から11日㈰、文化芸術活動の
発表の場として、きゅりあんイベントホー
ルで品川区民作品展が開催されました。
書道・写真・絵画・手工芸・華道・その
他の部門に分かれており、今年度は232
点が出品されました。

うしろじ祭り

11月4日㈰、後地小学校を会場に、うし
ろじ祭りが開催されました。秋の大感謝
祭として毎年この時期に行われています。
今年は、たけのこの産地・千葉県大多喜
町の物産展や猿まわし、三味線＆太鼓ラ
イブなどが新たに実施されました。

平塚幼稚園が移転

10月30日㈫、平塚幼稚園は2年間過ごし
た仮園舎から新園舎へ移転し、園児の初
登園となりました。25年4月からは区立
荏原西第二保育園が開園し、幼保一体施
設「平塚すこやか園」となります。

区と星薬科大学が協定

10月25日㈭、品川区と区内にある星薬科
大学との間で、地域社会の発展を目指し
た相互の連携・協力についての協定を締
結。この協定により、地域コミュニティ
の活性化に向けた取り組みをさらに充実
させていくことが期待されます。

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。

11月5日㈪、旗の台駅頭などで、濱野区長が陣頭に立ち、
2020東京オリンピック・パラリンピック招致のPRイベン
トを実施。招致ロゴ入りののぼりやプランターを置き、知
的障害者の職業・生活訓練施設ふれあい作業所の作業生た
ちと一緒に、花の植え付けや水やりなどを行いました。

10月29日㈪、御殿山ガーデン・ホテルラフォーレ東京で
介護者同士の交流を深め、心身のリフレッシュを図って
もらおうと、「平成24年度 品川区在宅介護者のつどい」
を開催。椅子に座りながらできるストレッチ体操も紹介
され、皆さん一緒に身体を動かしていました。

しながわ
写真
ニュース

11月4日㈰、荏原文化センターで「家庭の日」講演会と
環境まちづくり親子川柳授賞式が行われました。千葉大
学明石要一教授より「青少年の現状と家庭・地域の役割」
をテーマに講演があり、川柳授賞式では、多くの応募の
中から、大賞4作品と入選作品の10点が表彰されました。

11月6日㈫、立正大学で、区・区内4警察署・4防犯協会
共催による「振り込め詐欺ゼロキャンペーン」を開催。
区内では、今年既に1億7千万円の被害が出ていることも
あり、多くの区民の方が参加し、振り込め詐欺などの生
活安全に対する関心の高さをうかがわせました。

11月3日㈷、荏原文化センターで品川区民憲章制定30周年
記念写真コンクール表彰式が行われました。205点の応募
の中から写真家齋藤康一さんなどの審査員により最優秀賞、
区長賞、審査員賞などが決定され、受賞者には賞状と記念
品が贈呈されました。

10月20日㈯、大井町駅、大崎駅、西大井駅周辺で「しな
がわCSR推進協議会」による社会貢献活動（清掃美化活動）
を実施。しながわCSR推進協議会は品川区も含めた38事
業所が会員となり、環境・防災・教育・福祉・地域活動
など様々な分野において、社会貢献活動を進めています。

10月25日㈭、八潮北保育園で4・5歳児の園児36人が、お
手製の畑でさつま芋掘りを楽しみました。この畑は、5月
にさつま芋の苗を植え、大切に育ててきたものです。収
穫したさつま芋がふかしあがると、園児たちは「熱いけ
どおいしい」などと楽しげに試食をしました。

八潮北保育園　八潮北保育園　
さつま芋掘りさつま芋掘り

グラウンド・ゴルフグラウンド・ゴルフ
リハーサル大会を開催リハーサル大会を開催

「家庭の日」講演会「家庭の日」講演会

しながわCSR推進協議会しながわCSR推進協議会
が社会貢献活動が社会貢献活動

振り込め詐欺ゼロ振り込め詐欺ゼロ
キャンペーンキャンペーン

2020東京オリンピック・2020東京オリンピック・
パラリンピック招致パラリンピック招致

在宅介護者のつどいを在宅介護者のつどいを
開催開催

区民憲章制定30周年記念区民憲章制定30周年記念
写真コンクール表彰式写真コンクール表彰式


