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旧平塚小学校跡に建設中の
スクエア荏原は、区民の皆
さんの文化芸術・スポーツ
活動や交流の拠点として、
集い、憩い、出会いの場と
なり、区民の皆さんに愛さ
れ親しまれる施設となるこ
とを目指しています。

問い合わせ／
文化スポーツ振興課
文化振興係
☎5742－6836

作・演出：萩本欽一
日4月5日㈮～14日㈰　全11回公演（11日㈭は休演日）
出演／風見しんご、山口良一、西山浩司、大森ヒロシ　他
ゲスト（出演日未定）／関根勤、小堺一機、東貴博、はしのえみ　他
￥4,000円（全席指定）　チケット販売開始／1月26日㈯
※本紙1月21日号をご覧ください。

ひらつかホール　オープニング記念公演
問い合わせ／品川文化振興事業団（きゅりあん）☎5479－4112

4月1日㈪オープン4月1日㈪オープン 武蔵小山駅

戸越銀座駅
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　荏原
●郵便局 ●荏原文化センター

平塚橋

●交番●交番

武蔵小山商店街
26号線通り 至五

反田 至五反田

小会議室 27～43㎡：5室　文化芸術・地域活動など
和室 69㎡：茶道の稽古など
展示室 50㎡：作品の展示など　※小会議室 33㎡などと一体的に使用可能。

大会議室 125㎡・中会議室 80㎡：集会・講演会・
各種パーティ・文化芸術・地域活動など

アリーナ 756㎡：バスケットボール・バレーボール・
バドミントン・卓球など
スタジオ 25㎡・39㎡：2室　音楽活動の練習など

ひらつかホール 486㎡：定員362人　和・洋
のジャンルを問わず発表会など
イベントホール 457㎡：集会・式典・各種パー
ティ・講演会など　※可動式の仕切り壁で3室
に分けることが可能。
スタジオ 82㎡：音楽活動やダンスの練習など
○他にカフェ併設のフリースペースもあります。

4階

3階

2階

1階

会館の紹介を兼ねた様々なイベントを
行います。お誘い合わせの上ご来場く
ださい。

3月24日㈰開催予定
イベントの内容についての詳細は本紙
3月11日号に掲載します。

開館記念イベント  内覧会

所 在 地：荏原4－5－28
電　　話：2月12日㈫から☎5788－5321
休 館 日：第3水曜日（保守点検）、年末年始
利用時間：午前9時～午後9時30分
交　　通：目黒線武蔵小山駅・
　　　　　池上線戸越銀座駅から徒歩10分

杮（こけ
ら ）落とし公演  喜劇「おちゃのこ妻妻（さい

さい）」
－品川区商店街物語－1 能楽公演「寿福への祈り～高砂～」3

スクエア荏原スクエア荏原（荏原平塚総合区民会館）（荏原平塚総合区民会館）

予約方法など詳しくは2ページ下段をご覧ください。

演目の解説：山井綱雄
日6月16日㈰
出演／素謡「翁」金春安明、狂言「末広がり」
大藏千太郎、能「高砂」山井綱雄
￥3,500円（全席指定）
チケット販売開始／3月16日㈯予定

～Ｎ響メンバーがお届けする弦楽
四重奏～クラシック＆ビートルズ2

編曲：すぎやまこういち
日5月24日㈮
￥3,000円（全席指定）
チケット販売開始／2月23日㈯予定

※詳しくは、本紙や品川文化振興事業団発行の情報紙「インフォCuria」（次号は2月21日㈭発行予定）、HP www.shinagawa-culture.or.jp/などでお知らせします。

アリーナ：イメージ図アリーナ：イメージ図

ひらつかホール：イメージ図ひらつかホール：イメージ図
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本施設は、ホール・会議室などの文化施設とアリーナのスポーツ
施設があり、それぞれ予約方法が異なります。
◆貸し室予約受け付け方法
　受け付け開始日から、同施設に電話か直接予約　※アリーナの区内登録団体
の優先受け付けを除く。
○下記の2種類の団体登録制度があり、登録してパスワードを取得すればイン
ターネット「品川区施設予約システム」https://yoyaku.city.shinagawa.
tokyo.jp/でも予約が可能です（ひらつかホール、イベントホールは空き状況
の確認のみ）。稼働時間は午前5時～午前0時です。なお、団体登録をしなくて
も、貸し室の利用は可能です。

利用対象貸し室 登録団体の種類
①文化施設（ホール、会議室など） スクエア荏原・きゅりあんの登録団体
②スポーツ施設（アリーナ） 総合・戸越体育館の区内登録団体
※アリーナの優先受け付けは、区内登録団体のみ可能ですので、注意してください。

①文化施設（ホール、会議室など）の予約受け付け期間
区民の方・区内団体は3月26日㈫、それ以外の方は4月1日㈪から行います。

施設名 受け付け開始日
ひらつかホール＜26年4月利用分から＞ 利用日の12カ月前の月の1日から受け付け
イベントホール、展示室（6日間連続利用）、
大・中会議室＜26年1月利用分から＞ 利用日の9カ月前の月の1日から受け付け

小会議室、スタジオ、和室＜25年10月
利用分から＞ 利用日の6カ月前の月の1日から受け付け

※区民の方・区内団体は受け付け初日の6日前に優先受け付けし、抽選会を行います。

②スポーツ施設（アリーナ）の予約受け付け期間
25年6月利用分は2月21日㈭から28日㈭まで、インターネットにて優先受け
付けをします。

施設名 受け付け開始日

アリーナ
＜25年6月
利用分から＞

1優先受け付け（※区内登録団体）：利用日の4カ月前の月の21日
から月末に受け付けし、翌月5日抽選（インターネット受け付け抽
選のみ）
2通常受け付け：抽選終了後に空きがあるときは、利用日の属する
月の前々月の利用日と同日から受け付け（電話や窓口予約も可能）

※区内登録団体の優先受け付けはインターネット「品川区施設予約システム」での
み行うため、団体登録が必須となります。

◆事前受け付け期間（25年4月～26年3月までの利用は貸し室により予約方法が異なります）
通常の受け付けに移行するまでの間、下記の日程で区民の方・区内団体を対象
に事前受け付け抽選会を行います。抽選会開始時間までに本施設にお集まりく
ださい。抽選会の翌日からは、区内・区外を問わず先着順に受け付けをします
（電話か直接予約のみ）。

施設名 抽選会
開始時間

事前受け付け抽選日
2/19㈫ 2/26㈫ 3/5㈫ 3/12㈫

利
用
期
間

ひらつかホール
午前9時 25年

4～6月分 7～9月分
10～12月分

26年
1～3月分

イベントホール、大・
中会議室、展示室
小会議室、

スタジオ、和室 午後1時
アリーナ 25年

4・5月分
※アリーナの本施設内での抽選会は、25年4・5月利用分のみです。
※事前受け付け期間中の空き状況の確認は、同施設にお問い合わせください。

スクエア荏原スクエア荏原 貸し室の予約方法 文化スポーツ振興課：☎5742－6836
スクエア荏原：2月12日㈫から☎5788－5321問

◆主なイベント内容

カーボン製でない竹の竿の伝統と魅力をお話いただきます。
※クイズとプレゼントもあります。
日時／26日㈯・27日㈰午後1時30分から

日時 内容・費用 定員（抽選）
26日㈯
午前10時30分
～午後0時30分

額絵描き（手描友禅　
成沢泰昭）1,000円　
※額縁は含みません。

5人

27日㈰
午前10時30分
～午後0時30分

Ｔシャツへの紋章刷り
込み（紋章上絵　堀宏
之）1,000円

10人

申し込み／1月18日㈮までに、往復はがきで教室名、内容、
住所、氏名、年齢、電話番号を商業・観光課観光担当（〠
141－0033西品川1－28－3☎5498－6350）へ

〈江戸独楽（こま）芸〉麻布十兵衛、〈秘伝青竹割り〉角福請
日時／26日㈯ ①午後1時から②午後4時から
〈江戸糸あやつり人形〉上條充
日時／27日㈰ ①午後1時から②午後4時から

日時／26日㈯・27日㈰午前10時から　※木材がなくなり次第終了。
対象／3歳以上のお子さん
※作品を仕上げるとお菓子のつかみ取りができます。

色鮮やかな手描き友禅、江戸切子、和
竿…。品川区伝統工芸保存会の職人の
実演ブースが並び、品川で育まれた伝
統と歴史に、間近に触れ、話を聞くこ
ともできます。工芸だけでなく、和菓
子や手焼きせんべいなど、伝統の味も
盛りだくさん。ぜひご来場ください。

日時

共催

問

1月26日㈯・27日㈰
午前10時～午後5時
※27日は午後4時30分まで。

会場 きゅりあん（大井町駅前）
7階イベントホール

品川区伝統工芸保存会

商業・観光課観光担当☎5498－6350

手描友禅（成沢泰昭）　
浮世絵摺り（伊藤太郎）　
江戸切子（川辺勝久）　
木工挽物（黒木昭夫）　　
三味線（篠田靖吉）

和裁（釼持博・八木時人・吉川紀子）
紋章上絵（堀宏之）
理美容鋏製造（新保欽二）　　　　
東京桐箪笥（林正次・林英知）
表具（佐野順一・佐野文夫）　　　　
東京銀器（関一夫・関勝利）　　　　
漆工芸（田中勝重）　　　　　　　　　
草木染手機織物（藤山千春）　　　　　
提灯文字（下田洋靖）　　　　　　　
帯仕立て（溝口悌子）　　　　　
金網（蔦勇作）
骨董修理（鎌田民夫）
和竿（大石稔）
日本刺繍（笹原木実）

両日とも先着100人に
プレゼント進呈

○お茶席、品川職人組販売
　コーナーなどもあります。

伝統の技（実演者）伝統の技（実演者）

小澤商店（お茶）
木村家（和菓子　他）
シャトー石黒（あめ　他）
都せんべい
丸田商店（シュウマイ）
龍月堂（揚げドーナツ　他）
料亭　秀（和食）
お惣菜の丸萬（おでん）

伝統の味伝統の味

東日本大震災支援物産販売東日本大震災支援物産販売

職人さんを知ろう　～和竿（わさお）～（大石稔）1

ふれあい教室　職人の指導による実技教室2

ステージでのお楽しみイベント3

未来の名工大集合　木材片を使って自由に作ろう！4

利用時間・料金・団体の登録についてなど詳しくは区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
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※耐用年数・標準使用期限を経過したものは詰め替えできません。

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

詰め替え
粉末薬剤 1～3.5㎏ 3,200～6,100円
強化液薬剤 3～4ℓ 5,300～6,100円
中性強化液薬剤 2ℓ 6,100円　火災は小さいうちの消火が肝心です。いざという時のために

十分な消火能力を持つ消火器を備えましょう。
申込締切日・配達／毎月25日締め切り。配達は翌月中旬　
※3月は10日締切、月末までに配達。
申電話かはがき、FAXに「消火器購入」か「消火器詰め替え」とし、住所、
氏名、電話番号（昼間連絡のとれる）、本数を防災課（〠140－8715品川区
役所☎5742－6695 Fax3777－1181）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

家庭用消火器の購入・
薬剤詰め替えあっせん

•購入・詰め替えの申し込みと同時の場合に限り、古い消火器を1本1,000円（消火
器リサイクルシール貼付のものは500円）で配達時に引き取ります。申込時に処分希
望本数をご記入ください。
•配達時には、区指定業者が必ず防災課の印鑑が押された申込用紙を持参します。区・
消防署では訪問販売や電話での勧誘は一切しておりません。このあっせんに便乗した
悪質な業者には十分ご注意ください。

指定業者がご自宅へ
お届けします！

区では、災害に強いまちづくりに全力で取り組んでいます。今号では、皆さんの命や財産を守るために区が行っている様々
な支援・助成制度の一部をご紹介します。

耐震診断の結果、「地震により倒壊する可能性が高い」と診断された住宅について、
次の①～③いずれかの工事費用の一部を助成
＜助成内容＞
①耐震改修工事助成
・木造戸建て住宅：当該工事費用の1／2（上限150万円）　・非木造住宅：上限150万円

・木造共同住宅：当該工事費用の1／3（上限300万円）

②建て替え工事助成（木造密集地域の木造住宅に限る）
・戸建て住宅：上限150万円　  ・共同住宅：上限300万円

③除却工事助成（木造密集地域の木造住宅に限る）
・戸建て住宅：当該工事費用の1／2（上限150万円）

・共同住宅：当該工事費用の1／3（上限300万円）

※除却工事助成は、二葉3丁目、豊町5丁目は1／1。

区が申請者の住宅に耐震診断専門家を無料派遣し、建物の簡易的な耐震性能を調査。
調査内容に基づく報告書を作成し、耐震化のアドバイスを行う。※木造住宅が対象。

建築物の内部構造（壁の量や柱の位置、建物のかたちなど）を確認し、当該建築物が
どの程度の耐震性能を有するかの報告書を作成
＜助成内容＞
・木造戸建て住宅：診断費用の1／2（上限6万円）　・非木造住宅：診断費用の1／2（上限10万円）

・木造共同住宅：診断費用の1／2（上限12万円）

耐震診断の結果、「地震により倒壊する可能性が高い」と診断された住宅について、
補強設計書の作成費用の一部を助成
＜助成内容＞
・木造・非木造の戸建て・共同住宅：補強設計費用の1／2（上限20万円）

震災時の初期消火や避難路
確保など防火・防災力の向
上を目的にスタンドパイプ
の配備をしています。また、
火災の危険度が高い地域に
街頭消火器を増設し、初期
消火体制の強化を図ってい
ます。
問防災課計画係
☎5742－6695

区では、広域避難場所の周辺や避難路や
延焼遮断帯に指定されている幹線道路の
沿道において、一定基準に適合した耐火
建築物や準耐火建築物（戸越公園一帯周
辺地区に限る）を建築する建築主に対し
て、建築費の一部を助成することで、で
きるだけ速やかに安全な広域避難場所や
避難路・延焼遮断帯の形成を行っていま
す。
問防災課防災整備担当☎5742－6947

対象地域 助成期間
①戸越公園一帯周辺地区 28年3月まで②補助26号線その2地区
③滝王子通り地区 31年3月まで

一般建築助成金額
1階から3階までの「助
成対象床面積の合計」
に応じて助成されま
す。仮住居助成（40
万円）、三世代助成（60
万円）などの加算助成
もあります。

・耐火建築物の場合（例）
対象床面積（㎡） 助成金額（千円）

100 2,390
200 4,481
300 5,676

・準耐火建築物の場合（例）
対象床面積（㎡） 助成金額（千円）

100 1,830
200 3,431
300 4,346

初期消火がとても大切です燃え広がらない・
燃えにくい家づくり

皆さんの大切な命や財産を守るために
住宅の耐震化を支援しています

区では現在、首都直下地震などにより想定される被害を軽減させるため、住宅の耐震改修などを計画的・総
合的に促進しながら災害に強いまちづくりを進めています。
問防災課耐震化促進担当☎5742－6634

無料
簡易診断

耐震
診断助成

耐震補強
設計助成

耐震
工事助成

耐震化
完了

①9cm角の木材で格子上の枠組みを作成
②部屋の内壁に格子の枠を設置する
③生活時間の長い一部屋を 〝シェルター化〞

1 2

スタンドパイプとは、消火栓
とホースを結合し、水圧を利
用して消火活動を行う消火器
具です。

耐震シェルターなどの設置支援
昭和56年5月31日以前に建築された
2階建て以下の木造住宅などに対して、
次の助成があります。
・品川シェルターを設置する＝高齢者
（65歳以上）や身体障害者のいる世帯
が居住している住宅で、年間世帯所得
が600万円未満の世帯…上限50万円
・東京都選定のシェルターなどの設置
＝高齢者のみの世帯で、年間世帯所得
が200万円未満の世帯…上限30万円

助成対象条件
昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅、長屋もしくは共同住宅で、
個人の所有する建物 

品川シェルター

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

平成25年
（2013）
1/11

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

日2月10日㈰午前11時30分～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／加瀬まなみ（料理研究家）
人小学生と保護者18組36人（抽選）
￥1組400円
申1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・学年・電話番号かFAX番号を環境情報活動センター（〠
140－8715品川区役所☎・Fax5742－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

環境学習講座 「エコうまレシピ®」でおいしい料理を作ろう

二人で子育て（両親学級）
会場 日時

品川保健センター 3/17
㈰

① 9:30～12:30
②13:30～16:30

荏原保健センター 3/2
㈯ ③ 9:30～12:30

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24組（選考）
申2月10日㈰（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、番号（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

むし歯撃退教室

日1月30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・フッ化物使用法（実技）
人歯が8本くらい生えたお子さんと保護
者20組（先着）
場申1月15日㈫から、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2902へ

パーキンソン病患者と家族の集い

日1月28日㈪午後1時30分～3時30分
内情報交換、体操、レクリエーション
人パーキンソン病患者と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2903へ

ろば康ひ健

※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）

1月13日㈰
14日㈷
20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）

1月13日㈰

　　　林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
　　　ばんどう歯科医院 大　井 1 －48－ 9 ☎3777－1182
　　　米山歯科 小　山 3 － 2 －10 ☎3794－0235
　　　篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
　　　昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

1月14日㈷

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
　　　さとう歯科クリニック 東大井 5 －14－14 ☎3472－6060
　　　米田歯科医院 小　山 4 － 1 －11 ☎3712－5445
　　　みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450
　　　かとう整骨院 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525

1月20日㈰

　　　川村内科クリニック 八　潮 5 － 8 －47 ☎3799－1577
　　　歯科高品医院 大　井 4 －24－20 ☎3771－5160
　　　井口歯科医院 荏　原 3 － 8 －15 ☎3788－0202
　　　健康館なつ整骨院 東五反田 1 －19－ 2 ☎3444－3472
　　　荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

1月12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

1月19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
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作家の椎名誠さんが環境問題について楽しく、分りやすくお
話しします。
日2月16日㈯午後1時開演（午後0時30分開場）　
※しながわ環境大賞授賞式・受賞者による環境活動報告会・
みどりの顕彰式と同時開催。
場きゅりあん（大井町駅前）　人200人（抽選）
申1月28日㈪（必着）までに、往復はがきに「環境講演会希
望」とし、参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電
話番号を環境課（〠140－8715品川区役所☎5742－6755）へ
※車イスの方はその旨もご記入ください。
○区ホームページから電子申請もできます。

企業のCSR（社会貢献活動）などを推進することを目的に発足し
た「しながわCSR推進協議会」（37社と品川区で構成）の取り組
みの一つとして、講演会と企業のCSR活動事例の発表会を開催し
ます。ぜひご参加ください。
日2月5日㈫午後3時～5時（午後2時30分開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
テーマ／「CSRと社会貢献～CSR時代の戦略的社会貢献活動～」
講師／鈴木均（国際社会経済研究所代表取締役）
人CSRに関心のある企業や区内在住の方など200人（先着）
申FAXで企業（事業所）の名称・所在地・業種・電話番号・FAX番号、参加者の氏名・役
職・Ｅメールアドレスを総務課（☎5742－6625 Fax3774－6356）へ
※FAX送信表は区ホームページからダウンロードできます。
○区ホームページから電子申請もできます。

世界で見てきた自然と人間環境講演会

ＣＳＲ講演会と活動事例発表会を開催します

講師／椎名誠（作家）
1944年東京都生まれ。「岳物語」や
「犬の系譜」など様々な小説や、モ
ンゴル・シベリアなどへの探検、
冒険ものなど旅の本も数多く執筆。

日1月20日㈰～29日㈫
午前8時30分～午後4時30分
※26日㈯を除く。
場第二庁舎3階ロビー
内区立幼稚園・保育園で取り組
む「食育」事業についてのパネ
ル展示など
問保育課運営係☎5742－6724

いつもの暮らしに彩りを！
介護予防、始めませんか？
日2月10日㈰午後3時～4時30分
内介護予防の話、予防事業（水中トレー
ニング、マシンでトレーニング、ミニデ
イサービス）の説明と見学
人区内在住で、65歳以上の転倒の危険
など心身に不安のある方50人程度（先着）
※介護認定を受けていない方。
場申2月8日㈮までに、電話でさくら会
（南大井5－19－1☎5753－3900）へ

しながわ水族館に流氷のアイドルがやってきた
氷の妖精“クリオネ”と、ダンゴのような形をしたその名も“ナ
メダンゴ”同時公開！
翼を羽ばたかせ泳ぎ漂う海の妖精クリオネは季節限定公開。また、同
じ海域に生息しアニメのキャラクターを思わせるユーモラスな姿形で
人気のナメダンゴ。二種類のアイドルたちを同時に見ることができる
チャンスです。
日5月6日㉁まで
￥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、住所確認のできるものを各自提示すると（　）の金
額になります。また、65歳以上の方は年齢確認のできるものも必要です。
問同館（勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433 HP www.
aquarium.gr.jp/）

パクパクもりもり食育ラ
ンド「家族いっしょに朝
ごはん」パネル展示

受診期間を3月末まで延長しました。
※1～3月受診の場合は、保健指導
の案内はできません。
問国保医療年金課保健指導係
☎5742－6902

品川区国保基本健診は
3月末まで受診できます！



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

（5）

1月の区議会
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
21日㈪午後1時
行財政改革特別委員会／22日㈫午後1時
震災対策特別委員会／23日㈬午後1時
※日時は変更する場合もありますので、傍
聴の場合はあらかじめお問い合わせくださ
い。なお、傍聴者数には限りがあります。
傍聴券は、開会の1時間前から配付します。
問区議会事務局☎5742－6809

障害者控除申請
納税者本人や扶養親族が65歳以上で、
12月31日現在、6カ月以上継続して介
護保険の要介護3以上の認定を受けてい
る場合、所得税・住民税の障害者控除・
特別障害者控除の対象になります。
※詳しくはお問い合わせください。
問高齢者福祉課
高齢者支援第一係☎5742－6729
高齢者支援第二係☎5742－6730
高齢者支援第三係☎5742－6737

高年齢者向け出張就職相談会
日1月15日㈫午前10時～午後3時
人おおむね55歳以上の方
※求職の登録を希望する方は、写真を
貼った履歴書をお持ちください。
場参当日、荏原文化センター（中延1ー
9ー15）へ
問サポしながわ☎5498－6357
※「シルバー人材センター」の入会相
談も行います。

品川＆山北ふれあい交流
●ひだまりの里貸し農園募集
山北町「ひだまりの里」で家族や友人
と野菜や花を育ててみませんか。
日3月～26年2月　※継続利用できます。
場ひだまりの里（神奈川県山北町）
人区内在住か在勤の方若干名（抽選）
￥約15㎡区画＝年5,000円
約30㎡区画＝年8,000円
※年度途中からの利用は、月割りで計
算します。
申1月25日㈮（必着）までに、はがき
かFAXに「貸し農園」とし、住所、氏
名（ふりがな）、電話番号を地域活動課
市町村交流担当（〠140－8715品川区役
所☎5742－6856 Fax5742－6877）へ
●ふれあい協働農園の募集
協働農業作業を毎月1回行い、農業体験
を通して交流を深め、収穫した野菜を
持ち帰ります。
日3～12月の第3日曜日（全10回）
※5・8月は第4日曜日、12月は第1日曜
日。現地集合・解散。
人区内在住か在勤で、農園の自主的な
管理に熱意がある方30人程度（抽選）
￥中学生以上8,000円（種・肥料代込）
申1月25日㈮（必着）までに、はがき
かFAXに「協働農園」とし、参加者全
員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電
話番号を地域活動課市町村交流担当（〠
140－8715品川区役所☎5742－6856 
Fax5742－6877）へ
※小学生以下のお子さんは定員の人数
に含みません。ただし、参加する場合
は、はがき・FAXにお子さんの氏名（ふ
りがな）・年齢を記入してください。

介護者教室
●八潮在宅サービスセンター
日1月19日㈯午後1時30分～3時30分
場八潮区民集会所（八潮5－10－27）
内食べやすくておいしいあったか料理
で風邪予防
講師／安齋日出男（調理師）
人30人（先着）
申1月18日㈮までに、電話で同センター
☎3790－0344へ
●東品川在宅サービスセンター
日2月2日㈯午後1時～3時
内高齢者にやさしいらくらく介護術～
実践編
人20人（先着）
場申2月1日㈮までに、電話で同センター
（東品川3－1－8☎5479－2946）へ

第6期環境活動推進会議の
メンバーを募集します
　区では、企業や学校・団体などと区
民が連携して地域の環境活動を広げる
場として、推進会議を設けています。
　環境学習を行うほか、しながわ中央
公園で行うECOフェスティバルなどの
啓発活動の企画運営をします。
日4月～27年3月
人高校生以上で環境活動に意欲のある
方20人程度（選考）
申込用紙配布場所／環境課（本庁舎6
階）、環境情報活動センター（第三庁舎
3階）、地域センター　※区ホームペー
ジからダウンロードもできます。
申2月12日㈫（必着）までに、申込用
紙を環境課環境管理係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6749）へ郵送か
持参

エココインの交換は
まもなく終了します
エココインの取り組みは終了します。お手
持ちのエココインを交換してください。
250枚の場合／500円の区内共通商品
券と交換　
※250枚未満の場合は1枚1円で交換。
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

木造住宅密集地域内における屋根の
軽量化・外壁耐火パネル設置工事助成
工事費用の10％（個人住宅上限20万円・
集合住宅上限100万円）を助成します。
詳しくは区ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

TOKYO MXテレビの放送周
波数が変更しました
東京スカイツリーへの送信所移転に伴
い、TOKYO MXテレビの放送周波数が
変更しました。テレビの多くは自動的
に対応するため調整は不要ですが、一
部のテレビでは手動調整が必要です。
詳しくは HP www.mxtv.co.jp/をご覧い
ただくかお問い合わせください。
問TOKYO MX東京スカイツリー移転
コールセンター☎0570－00－1400

お知らせ

税税のたより
問品川税務署☎3443－4171
　荏原税務署☎3783－5371

24年分所得税・消費税（決算・申告）
ポイント説明会
正しい決算・申告を進めていただくため
に、誤りやすい注意点などを分かりやす
く説明します。

対象者 日時

事業所得者
の方

1月15日㈫
午後2時～4時30分
1月17日㈭

午後6時～8時30分

不動産所得のみ
の方

1月15日㈫
午後6時～8時
1月17日㈭
午後2時～4時

場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問品川青色申告会☎3474－7564

ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（12月26日現在）232,983,630円

12月26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

●確定申告の相談と提出
○24年分所得税の確定申告は2月18日㈪
～3月15日㈮です。
○還付申告書は、確定申告期間前でも提
出することができます。

●確定申告書の作成は　国税庁ホーム
ページ HP www.nta.go.jp/　「確定申告
書等作成コーナー」をご利用ください

●税理士による無料申告相談

小規模納税者の方の所得税・消費税、年金受給者・給与所得者の方の
所得税の無料申告相談を行います。土地・建物・株式などの譲渡所得
がある、所得金額が高額、相談内容が複雑な場合はご遠慮ください。

※混雑した場合には、早めに受付を締め切ることがあります。※各会場と
も受付時間は午前10時～11時30分、午後1時～3時30分（①は4時まで）。
問①品川税務署☎3443－4171、②～④荏原税務署☎3783－5371
⑤東京税理士会荏原支部☎3781－8070

管轄 日程 会場
品川
税務署

①2月1日㈮～15日㈮
※土・日曜日、祝日を除く きゅりあん（大井町駅前）

荏原
税務署

②1月30日㈬・31日㈭ 荏原第四区民集会所（中延5－3－12）
③2月4日㈪・5日㈫ 荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
④2月6日㈬～12日㈫
※土・日曜日、祝日を除く 荏原文化センター（中延1－9－15）

⑤2月13日㈬～15日㈮ 荏原文化センター



●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
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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・健康ひろばは4ページです

製造業事業所の方へ
工業統計調査にご協力ください
　製造業の実態を明らかにし、工業に
関する施策の基礎資料を得ることを目
的として工業統計調査を実施します。
　ご協力をお願いします。
調査期日／24年12月31日現在
調査内容／従業者数、給与総額、製造
品出荷額、加工賃収入額など
対象／従業者4人以上の製造業事業所
調査方法／1月中旬から統計調査員が調
査票を配布し、後日回収　※調査内容は、
統計を作成するためのみ使用し、その他
の目的に使用することはありません。
問地域活動課統計係☎5742－6869

知的障害者ガイドヘルパー養
成研修
研修修了後に修了証明書が交付され、
外出支援を行うことができます。
日2月16日㈯・17日㈰
午前9時30分～午後5時30分（全2回）
※講習後区内施設で6時間30分の実習有り。
場西大井ほっと・サロン（西大井3－1－4）
人高校生以上の学生か区内在住で18歳
以上の方30人（先着）
￥5,000円（教材費・実習費込）
申2月11日㈷までに、電話かFAX、Eメー
ルで氏名、連絡先をみらい（☎6429－
8110 Fax6429－8111 honbu@npo-
mirai.org）へ
問障害者福祉課知的障害者福祉担当
☎5742－6711

第200回東京都都市計画審議会
日2月5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1月16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をご覧いただくか東京都都市計画課☎
5388ー3225へお問い合わせください。
※区関連案件は、武蔵小山駅東地区地
区計画の変更。
問都市計画課☎5742ー6760

第40回レディース卓球大会
日2月11日㈷午前9時から
場戸越体育館
種目／シングルス＝①49歳以下②50歳
以上③60歳以上④70歳以上⑤初級
ダブルス＝合計年齢⑥115歳以下⑦116
歳以上⑧126歳以上⑨初級
※シングルスとダブルスの2種目出場可。
※年齢は25年4月1日現在。
人区内在住か在勤の女性
￥シングルス＝1,200円（連盟登録者
900円）、ダブルス＝1人900円（連盟登
録者800円）
主催／品川区卓球連盟
申1月22日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（1月21日㈪を除く）

戸越初心者ソフトバレーボール
教室
日1月20日～2月24日の日曜日
午後1時30分～4時（全6回）
￥1回50円
運営／戸越地区スポ・レク推進委員会
場参運動のできる服装で、上履きを持っ
て大原小学校（戸越6－17－3）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

2月連休スキー教室
日2月8日㈮午後10時～11日㈷午後9時
（大井町駅前集合・解散、往復バス、車
中1泊、ホテル2泊）
※到着後入室・仮眠できます。
場志賀高原熊の湯スキー場
宿泊／熊の湯ホテル
人高校生以上で初級者以上の方40人（先着）
￥34,000円　
※バッチテストが受けられます。
主催／品川区スキー連盟
申2月1日㈮までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（1月21日㈪を除く）

第4回バドミントン大会
日2月3日㈰午前9時から
場総合体育館　内クラス別ダブルス戦
￥2,200円、協会登録者1,500円
主催／品川区バドミントン協会
申1月16日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

9人制クラス別バレーボール大会
日2月17日㈰午前9時から
場総合体育館　他
種目／一般男子・女子
※家庭婦人の参加も可。
試合方法／クラス別トーナメント戦
※敗者戦あり。
￥1チーム12,000円
連盟登録チーム6,000円
主催／品川区バレーボール連盟
申2月6日㈬までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（1月21日㈪を除く）
※主将会議は、2月13日㈬午後7時から
総合体育館。

スポーツ講習会
時間 内容 対象（抽選）

①9:45～
10:45

代謝を上げて脂肪
を落とす教室＊ 16歳以上の方

各20人②11:00～
12:00 骨盤ストレッチ

③16:00～
16:45

こども体操教室＊
4～6歳の
お子さん
各5人④17:00～

17:45

日2月11日㈷　場総合体育館
持ち物／運動できる服、タオル、飲み物
＊は上履きが必要。
￥各430円（保険料込）
申1月25日㈮までに、往復はがきかFAX
で講習会名、番号（複数可）、住所、氏名、
年齢、電話番号をスポーツ協会へ
※HP www.ssa-or.biz/からも申し込めます。

スポクラ・しながわ～東海七
福神めぐりウオーキング大会
日1月20日㈰午前9時～正午（ゴール最
終受付）※雨天決行。
コース／品川学園→品川神社→養願寺→
一心寺→荏原神社→品川寺→天祖諏訪神
社→磐井神社　※約2時間。
￥100円
運営／スポクラ・しながわ事務局
参当日、午前9時～9時30分に費用を持っ
て品川学園（北品川3－9－30）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

ダイビングスクール＆ツアー
INセブ・アイランド
●Aコース＝ダイビングスクール
内自宅での教材学習、セブ島で海洋練習
※現地で海洋練習終了後、国際認定証
（PADIオープンウオーターダイバー）発行。

人15歳以上の健康な方10人（抽選）
※50歳以上の方は健康診断などの結果
票を確認させていただきます。
￥133,000円（器材レンタル代込、空港
施設使用料・燃油サーチャージ別）
●Bコース＝ダイビングツアー
内2日間2ボートダイビングで計4ダイビ
ング　※追加ダイビングは現地で受け付け。
人ダイビング認定証（Cカード）をお持
ちの方10人（抽選）
￥116,000円（器材レンタル代・空港施
設使用料・燃油サーチャージ別）
―――――　共　　  　通　―――――
日①2月28日㈭～3月3日㈰、②3月7日
㈭～3月10日㈰　※午前10時頃成田発・
午後8時頃成田着（予定）。
場セブ島（フィリピン）
※スタッフが日本から同行。
申1月27日㈰までに、はがきかFAXで教室
名、コース、希望日、住所、氏名、年齢、電話
番号、Eメールアドレスをスポーツ協会へ
※HP www.ssa-or.biz/からも申し込めます。

消費生活教室～知って安心！
お葬式とお墓セミナー
日程

（全2回） 内容 講師

1/28
㈪

もしもの時に困らな
いように！
お葬式の基礎知識

二村祐輔
（日本葬祭ア
カデミー教務
研究室葬祭カ
ウンセラー）

1/30
㈬

知らないと大変！
お墓と供養のこれ
から

※時間は午後2時～4時。
場啓発展示室（第二庁舎3階）
人両日参加できる方30人（先着）
申1月25日㈮までに、電話で消費者セン
ター☎5718－7181へ

講演会「食品表示のウソ？ホン
ト？～あなたが選ぶ食の安心」
日2月22日㈮午後2時～4時
場講堂（第三庁舎6階）
内食品表示に関する正しい知識
講師／垣田達哉（消費者問題研究所代表）
人100人（先着）
申2月21日㈭までに、電話で生活衛生
課食品衛生担当☎5742－9139へ

お知らせ

（6）

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
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㈭までの午前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。

地域貢献ポイントに登録している方で、25年
「はつらつカード（ピンク色）」が届いていな
い場合は、ボランティアセンターまでご連絡
ください。

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

●話し相手・お茶出し
話し相手やお茶出しなどをします。
日月～水・金・土曜日
10:00～13:00　
※要相談。
場デイサービスセンタードゥライ
フ品川（南品川5）
●院内案内
病院の正面玄関や会計受付前で、
患者の誘導や案内などをします。
日月～金曜日9:30～16:30
土曜日9:30～12:30
場昭和大学病院（旗の台1）
●お楽しみクラブの手伝い
レクリエーション（体操・ゲーム
など）全般の補助をします。
日月～土曜日、祝日13:30～15:30
場東品川在宅サービスセンター（東
品川3）

●認知症高齢者の話し相手など
話し相手や散歩の介助、配膳、囲碁・
将棋の相手などをします。
日月・火・木・金曜日10:00～16:00 
場小山の家（小山7）
●入浴後の手伝い、見守り
利用者の入浴後、お茶を入れたり
髪の毛を整えます。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）
●園芸サークルの補助・手伝い・
片付け
施設内のテラスで利用者と園芸を
行いながら手伝いをします。
日第2・4土曜日9:00～12:00
場中延特別養護老人ホーム（中延6）

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

ポ

ポ

ポ



環境学習講座
古帯で「おひなさま」を作ろう
日2月3日㈰午後2時～4時　
講師／竹中信子（アートディレクター）
人中学生以上の方20人（抽選）
￥800円（材料費・保険料）
場申1月21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。

ストップ・ザ・メタボ
働き盛りの料理教室
体を温める食材を使った500キロカロ
リーメニューを作ります。
日2月2日㈯午前11時～午後1時
場きゅりあん（大井町駅前）
内しょうが五目ご飯、鶏肉のわさびしょう
油焼き、野菜たっぷり豆乳汁、きんかん茶
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・
台ふきん各1枚
人65歳以下の方30人（先着）　
￥800円
運営／品川栄養士会
申1月31日㈭までに、電話で健康課健
康づくり係☎5742－6746へ

区民大学（放送大学連携講座）
「食と農から考える日本の未来」
日2月16日㈯、3月2日㈯
午後2時～4時（全2回）
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
内世界から見た日本の食と農、日本の
食料自給力、環境・文化としての「農」、
都市と農山村のきずな作り　他
講師／野中和雄（前放送大学非常勤講師）
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　※おやつ代200円。
申1月24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

パパママ応援プログラム～子育て支援ネッ
トワーク交流講座「子どもたちに笑顔を！」
子どもたちの笑顔のため、できること
を一緒に考えてみませんか。
日程

（全3回） 内容 講師

2/7
㈭

子どもの「笑顔」
のために！～虐待
などの現状から
見える課題

寺出壽美子
（日本子どもソー
シャルワーク協
会理事長）

2/14
㈭

子どもにやさしい
社会作り～児童
精神科医から見
る児童虐待など

石川憲彦
（林試の森クリ
ニック院長）

2/21
㈭

“いじめ”いま親
にできること～子
どもをいじめから
守るために

寺出壽美子

※時間は午前10時～正午。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人子育て中の保護者・家庭教育の学習
グループの方、子育て支援に関わる方、
関心のある方30人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人
（先着）　※おやつ代300円。
申1月25日㈮（必着）までに、往復は
がきに「ネットワーク交流講座」とし、
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）・性別・月年齢を子育て支援課在
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。

地域国際交流展示
区内にある11カ国の大使館や領事館が
母国を紹介する展示です。異文化にふ
れてみませんか。
日2月5日㈫～17日㈰午前9時～午後8時
※14日㈭を除く。
※日・月曜日は午後5時まで。
場品川図書館（北品川2－32－3）
内パネル展示、紹介パンフレット配布、
関連資料の展示・貸し出し
問地域活動課国際担当☎5742－6691

しながわキッズ写真展～みつ
けたよ！しながわの人と街
子どもたちが撮影した写真を展示します。
日1月30日㈬～2月4日㈪
午前10時～午後8時
（入場は終了時間の15分前まで）
※30日は午後3時から、4日は午後3時
まで。授賞式は3日午前11時から。
場区民ギャラリー（大井町駅前イトー
ヨーカドー8階）
問子育て支援課在宅子育て支援係　　
☎5742ー6720

みんなで守ろう文化財
文化財防火デー消防訓練を実施します。
是非ご見学ください。

日程 会場
1/16㈬

12:10～13:10
清泉女子大学

（東五反田3－16－21）
1/25㈮

10:00～10:30
養玉院

（西大井5－22－25）
1/25㈮

10:00～10:30
小山八幡神社

（荏原7－5－14）

問庶務課文化財係☎5742－6839

高齢者作品展
高齢者の皆さんが創作した絵画、書道、
民芸・工芸、写真、俳句・短歌を展示
します。どうぞご鑑賞ください。
日1月19日㈯～22日㈫
午前10時～午後6時　
※19日は午後2時から。
場Ｏ美術館（大崎駅前大崎ニューシティ
2号館2階）
問高齢者いきがい課いきいき事業係
☎5742ー6733

品川清掃工場見学会
日1月26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1月24日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

第199回日曜コンサート
日1月20日㈰午後1時30分～3時
曲目／モーツァルト作曲　「4手のため
のソナタ　ニ長調K.381」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

第14回風流屋形船ライブ～船
上で堪能（たんのう）する江戸の粋
日2月23日㈯正午～午後2時
船の種類／①お座敷芸能船②幇間（ほ
うかん）船③津軽三味線船④箏（そう）
と三弦船
人11歳以上の方①70人②～④各40人
（先着）  
￥各5,250円（弁当・お茶付き）
申午前10時から、電話でしながわ観光
協会☎5743－7642（月曜・祝日を除く）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

25年度　非常勤職員などの採用候補者を募集します
番号 職種 資格 募集人数 勤務場所 勤務日 時間 報酬 選考方法

①
教育心理相談員
＊1

大卒以上で心理学、発達障害、関連学科を履修し、
教育相談や心理判定に関して専門的技能を持つ方

各若干名

区立小学校、教育相談セン
ター、マイスクール八潮など

週3日

午前8時30分～
午後5時15分

月166,500円
＊2

書類選考、面接
＊3

②
マイスクール八潮
指導員（教育相談
員）＊1

教員免許を持ち、次のいずれかにあてはまる方　
①公立幼稚園か小・中学校で10年以上教育職員の
勤務経験がある　②教育相談に関する専門的な識
見や能力がある　③児童・生徒の適応指導に熱心

マイスクール八潮 月16日
月194,900円
＊2

③
習熟度別学習指導
助手

小学校、中学校、高等学校のいずれかの教員免許
を持つ方 名簿登載

人数各30人
程度

区立小・中学校

配置校と相談 時給1,600円 書類選考＊4

④ 非常勤講師 小学校か中学校の教員免許を持つ方
週4日
以内

午前8時15分～
午後4時45分

1日5時間限度＊5
時給2,300円

書類選考、面接
＊3＊4

⑤
小・中学校産育休
代替教員

東京都公立学校臨時的任用教職員採用候補者名簿
に登録中の方
※登録のない方はご相談ください

若干名 週5日
午前8時15分～
午後4時45分

＊5

東京都公立学校臨時的任用教職
員採用候補者選考実施要綱をご
覧ください＊3

＊1  社会保険、有給休暇有り。　＊2  報酬額は25年1月現在のもの。交通費別途支給。　＊3  面接日時は、書類選考通過者に2月13日㈬までに通知。　
＊4  書類選考通過者を名簿登載後、学校へ提示。＊5  勤務校により異なる。

申①②は1月21日㈪（必着）までに、③～⑤は1月25日㈮（必着）までに、履歴書（②～⑤は教員免許状の写しも）を指導課（〠140－8715品川区役所）へ郵送
履歴書送付先・問い合わせ／①②＝指導課特別支援教育係 ☎5742－6865、③＝同課一貫教育推進担当 ☎5742－6595、④⑤＝同課教職員人事係 ☎5742－6831

●正規職員（技能Ⅵ＜作業Ⅲ＞）
ごみ収集作業などの清掃事業に従事する職員の募集です。
資格／国籍・性別を問わず、昭和53年4月2日から平成7年4月1日までに生まれ、
心身強健で品川区内に通勤可能な方（選考）
申1月17日㈭・18日㈮に申込書を講堂（第三庁舎6階）へ持参　※持参時に簡単
な体力測定を行います。
●育児休業代替任期付職員（衛生監視Ⅰ類）
資格／日本国籍を有し、平成3年4月1日までに生まれ、食品衛生監視員および
環境衛生監視員の両資格を有する方（選考）
任期／おおむね6カ月～3年未満

申1月23日㈬（必着）までに、人事課人事係（〠140－8715品川区役所本庁舎
5階）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。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　共　　　通　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
任用開始／4月1日㈪
採用予定数／若干名
第一次選考日／2月3日㈰
実施要綱配布場所／人事課（本庁舎5階）、地域センター、サービスコーナー、
保健センター
※区ホームページからダウンロードもできます。
※申込方法・受験資格などの詳細は、実施要綱で必ずご確認ください。
問人事課人事係☎5742－6628

品川区職員募集

催　し ★

★



● いま、品川区では
● 平塚橋会館跡特養ホーム等複合施設整備計画

次号予告　1月21日号
平成25年（2013）
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1858号

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。

11月24日㈯、星薬科大学で区民公開講座「薬学っておもしろ
い！バイオっておもしろい！～21世紀は生命科学の時代～」
が開催され、小中高生を含む区民の方約300人が参加しまし
た。白衣を着用して実験を体験した子どもたちは「来てよかっ
た！」と目を輝かせながら実験道具に触れていました。

11月23日㈷・24日㈯、しながわ中央公園で「第1回スポー
ツ鬼ごっこ全国大会in大井」を開催。関東近県から38チー
ム、6～50歳まで約430人が参加。スポーツ鬼ごっこは1試
合5分ハーフで行われ、相手陣地の宝を奪う競技。子どもか
ら大人まで楽しめるスポーツです。

星薬科大学で星薬科大学で
第1回区民公開講座を開催第1回区民公開講座を開催

11月26日㈪、区役所講堂で、給食施設管理者、中食産業の
事業者などを対象に、区と「塩を減らそうプロジェクト」
が共催で講習会を開催。食塩の過剰摂取がもたらす健康被
害や、運動が高血圧や動脈硬化だけでなく、がんや認知症
も予防するなど、興味深い内容が語られました。

健康のカギは減塩にあり！健康のカギは減塩にあり！
減塩講習会を開催減塩講習会を開催

11月19日㈪、濱野区長が岸記念体育館（渋谷区神南）を訪れ、
JOCの竹田会長と対談しました。区長は、2020東京オリン
ピック・パラリンピック招致の取り組みを写真や、ＰＲグッ
ズを示して説明。区では、これからも招致の機運を盛り上
げていきます。

日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）
竹田会長と濱野区長が対談竹田会長と濱野区長が対談

11月9日㈮、区役所で24年度第2回タウンミーティングを開
催。今回は町会や自治会の婦人部・女性部26人の皆さんと
防災対策をメインに、まちづくりに関するもの、教育問題、
町会運営に係ることなど、幅広いテーマで意見交換を行い
ました。

第2回タウンミーティング第2回タウンミーティング
～地域で活躍する女性たちとの意見交換～～地域で活躍する女性たちとの意見交換～

12月5日㈬、清泉女子大学の卒業生「つなぐ会」の皆さん
が、学生の頃に学外教育活動として実施した戦争体験者へ
のインタビューをまとめた図書を、区に寄贈しました。56
人の区民の方が当時の生活や空襲の記憶などを語っていま
す。この図書は区内の図書館でご覧いただけます。

清泉女子大学の卒業生が清泉女子大学の卒業生が
品川区に図書を寄贈品川区に図書を寄贈

11月22日㈭～28日㈬、区役所ロビーで障害者作品展を開催。
障害者週間（12月3～9日）に先駆けて今年度初めて行われ
たもので、書道・絵画・手工芸あわせて72作品103人の応
募作品すべてを展示しました。期間中は多くの方の観覧が
あり、障害のある方の創作力に関心を寄せていました。

24年度障害者作品展24年度障害者作品展

11月17日㈯～12月5日㈬、O美術館で「江戸前の海・宿場
の華―浮世絵が語る名所“品川”―」を開催。品川歴史館
所蔵の作品650点余のうち、葛飾北斎や鳥居清長の江戸時
代の作品120点余が展示され、子どもから大人までが楽し
める企画展となりました。

O美術館で企画展O美術館で企画展
「浮世絵が語る名所“品川”」「浮世絵が語る名所“品川”」

スポーツ鬼ごっこスポーツ鬼ごっこ
初の全国大会を開催初の全国大会を開催

防災区民組織研修

12月1日㈯、荏原文化センターで防災区民
組織研修が行われ、約260人が参加。「Yes」
か「No」で回答する防災シミュレーショ
ンゲームでは、災害時こそ冷静な判断が
重要であることを、わかりやすく学びまし
た。

荏原4丁目町会防災訓練

11月18日㈰、荏原中央公園で荏原4丁目町
会が防災訓練を行いました。木造住宅密
集地域にある同町会は初期消火の重要性
から訓練への参加を広く呼びかけ、当日
は高齢の方から家族連れ、20代の夫婦な
ど様々な年齢層が参加しました。

品川区職員防災訓練

11月13日㈫、区職員と建設防災協議会、
陸上自衛隊など約330人が参加し、災害時
に迅速な初動活動体制を整える訓練を実
施。避難所開設や避難勧告の判断などの
訓練、土砂の撤去・救出救護・ヘリコプター
による物資輸送訓練などが行われました。

荏原第五地区総合防災訓練

11月11日㈰、豊葉の杜中学校で荏原第五
地区総合防災訓練を実施。同校生徒に加
え、大崎高校の生徒が初めて参加しまし
た。大崎高校は都の「防災教育推進校」
の指定を受け、防災活動支援隊の結成、
防災体験活動などを実施しています。

しながわ
写真
ニュース


