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●戸越小学校

戸越公園

文庫の森

公園
概要

場所／豊町1－16－23
面積／14,749.56㎡

●憩いの広場●憩いの広場

●陽だまりの広場●陽だまりの広場

●こもれびの広場●こもれびの広場
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八つ橋●八つ橋●

水辺の広場●水辺の広場●

●トイレ●トイレ

●防火貯水槽●防火貯水槽

●井戸●井戸

災害用トイレ●災害用トイレ●

消防団小屋●消防団小屋●

パーゴラ●パーゴラ●

　国文学研究資料館跡地が、池や樹木など元か
らある環境資源をいかして、日常の憩いの場
所となる公園「文庫の森」になりました。
　敷地は災害に強いまちづくりの観点か
ら広域避難場所に位置づけられた「戸
越公園一帯」の一部であり、園内の
オープンスペースは大地震時に発
生する延焼火災などの危険から避
難した方の身の安全を確保する
避難場所としての機能を持ち
ます。公園の周りには柵がな
く、災害時にはどこからでも避
難することができます。

広々とした芝
生の“憩いの広場”
とイワダレソウの“陽

ひ

だまりの広場”です。
災害時の避難場所と
なります。

水生植物や
魚類が生息する
池。非常用水源
になります。

災害時に使用
できるトイレが
24基あります（平
常時はマンホー
ル）。

災害時には
テントを張り、
救援拠点となり
ます。

元からある大
きな木をいかした見
通しの良い明るい林で
す。木立の中を散策
できます。

男性用、女
性用の他に誰で
もトイレがあり
ます。

問い合わせ
公園課公園建設担当
☎5742－68012月23日「文庫の森」が2月23日「文庫の森」が

オープンしますオープンします

日時／2月23日㈯午前11時から
内容／開園記念式典、〝文庫の森〞案内ツアー（公
園内の防災施設・旧三井文庫の紹介）、グリーンア
ドベンチャー（公園内の樹木クイズ）、模擬店　など
※内容は変更する場合があります。

□公園の名称『文庫の森』とは
123案の応募作の中から「大きな木が多い」「国文学研究資料館の跡地である」「公
園内に歴史的価値のある“旧三井文庫”が残されている」などが表現されている
ことから選考したものです。

開 園 式 を行います

　子どもたちの防災教育にも力を入れている津波防災の専門家がわかりやすく解説します。
　品川区独自の津波ハザードマップである津波自主避難マップの紹介と、見てさわって分かる
区湾岸部標高模型や情報パネルの展示も行います。
日3月2日㈯午後1時～3時　場講堂（第三庁舎6階）　講師／奥村与志弘（京都大学大学院助教）
人150人（先着）　託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）　
申2月22日㈮までに、電話で河川下水道課☎5742－6794へ

品川区津波防災フォーラム

「一人ひとりの逃げる力が、地域みんなを
守る」～現実から学んだことを生かそう～

整備後の池の様子整備後の池の様子旧三井文庫旧三井文庫
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防災 防災のために避難所（学校など）を
確認している人が6割を超える

今後特に力を入れて欲しい施策について尋ねたところ、「防災対策」「安全な
市街地整備」が伸びています。

調査の概要
実施期間 6月30日～7月16日
対象者数 1,500人
回収数 1,134人（回収率75.6％）
調査方法 個別面接聴取法

第20回世論調査の概要を　お知らせします第20回世論調査の概要を　お知らせします
　区では、区民の皆さんの区政に対する意向や生活意識などを把
握し、区政運営における基礎的な資料とするため、2年に1度世論
調査を実施しています。
　本年度は、毎回の調査項目である「定住性」「重点施策」などに加え、

「防災」「健康」「長期基本計画」などについても質問項目としました。
　詳しい調査の結果は、区ホームページや、区政資料コーナー（第
三庁舎3階）、図書館で閲覧できます。また、区政資料コーナーと
地域センターでは概要版を配布しています。

品川区

東京都

定住性意向
これからも引き続き品川区に「ずっと住みたい」（53.8％）と「当分は住みたい」
（37.7％）を合わせると91.5％で、定住意向は過去最高となっています。

品川区ホームページの割合が前回より大きく伸びています。 2002（平成14）年の調査結果と比較すると、「健康診断を受けている」が
伸びています。

「大いにある」と「ある」、「少しある」を合わせた『ある』が46.9％となっています。

防災に関して既に行っていること
前回の調査に比べてほとんどの項目が伸びています。

災害時に協力できる活動
6割以上の人が「避難所などでの協力ができる」としています。

定住意向理由
住み続けたい理由は「交通の便が良いから」がトップ。
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※東京都と区部は「都民生活に関する世論調査（23年）」（東京都生活文
化局）の、地域定住意向の調査結果。

（参考）

交通の便が良いから

土地になじみや愛着があるから

買い物に便利だから

周囲の環境が良いから

仕事（商売）に都合が良いから
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指定されている避難所（学校など）
を確認している

勤め先（パートなどを含む）や学校
の防災訓練に参加したことがある

消火器による消火訓練を
したことがある

災害時、家族の集合場所・
連絡方法を決めている

広域避難場所を確認している

避難所などでの炊き出しや
支援物資配布などの活動

高齢者や身体の不自由な方の
安否確認や避難誘導など

負傷者の救出救護活動

避難所などでのトイレなどの
清掃活動

自宅や敷地の一部の一時的な提供
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問い合わせ／／広報広聴課　☎5742－6643
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区勢概要などの冊子
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睡眠時間を充分に取るように
している

42.5
56.5

ケーブルテレビ
（区民チャンネル）

14.7
13.6

タバコは吸わないように
している・タバコはやめた

35.4
36.7

町会回覧板（ちらし）
「○月の区からのお知らせ」

21.4
25.2

規則正しく食事を取るように
している

45.1
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広報しながわ 62.4
61.4 定期的に健康診断を受けている 51.2

45.8

品川区ホームページ 25.0
17.2

近いところはバスやタクシーに
乗らずに歩くようにしている

49.7
57.9
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長期基本計画
品川区長期基本計画について、今後、区が重視すべき取り組みは何かを分野ごとに尋ねました。

上位5項目 上位5項目

上位5項目

乳幼児から青少年までの子どもの成長支援

学校での基礎的・基本的な
学習の充実・徹底

休日保育・病後児保育など
多様な保育サービスの展開
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親自身が成長する親育ちの支援

中学校までの医療費の助成など
経済的負担の軽減

保育施設や保育ママ事業の拡充な
どによる仕事と子育ての両立支援

20.9

19.8

26.7

25.8

36.0

高齢者や障害者を支える福祉分野

団塊の世代や高齢者の生きがい
づくり活動の充実

ホームヘルパーなどの
人材育成・質の向上
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(%)

特養ホームなど高齢者の入所・
入居介護福祉施設等の整備

高齢者の在宅生活を支援する
在宅サービスの充実

シルバー人材センターなどに
よる高齢者の就労の場の確保

22.2

20.9

31.8

31.0

41.8
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(%)

防災対策 38.5
20.5

高齢者福祉 26.5
31.0

安全な市街地整備(老朽過
密住宅地区の改良など）

25.3
20.6

生活安全（防犯対策など） 24.5
26.4

子育て支援 19.8
17.7

保健・医療・健康 16.8
24.4

2012年 2010年

大いにある　3.8％

ある　15.3％

少しある　27.8％

あまりない　37.5％

ない　14.9％

無回答　0.8％

品川区の産業
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中小・ベンチャー企業の技術力
向上、新製品・新技術開発の支援 18.7

商店街や水辺空間などの観光資
源をいかした都市型観光の推進 18.3

技術・技能の伝承、技術力向上
のための産業人材育成 18.3

地域特性をいかした生活密着型
小規模商店街の活性化 32.8

ハローワーク等と連携した
求職者支援 25.0

商店街のイベントの充実・施設環境の
整備など商店街のにぎわい創出への支援 34.5

水・緑・環境および景観

分別の徹底などによる
ゴミの減量

地域の特性に応じた建築物の
高さや色の制限など景観の保全

0 20 40 60
(%)

ポイ捨て禁止などによる
公共の場の美化の推進

太陽光発電の設置など省エネル
ギーへの取り組みの推進

公園や身近な水辺・
みどり空間の整備

29.9

19.7

35.0

34.4

52.6

上位5項目

重点
施策

上位
6項目

区の施策で特に力を入れてほしいものは
「防災対策」がトップ

区議会 関心がある人が5割近く　

安全・安心を見守る地域社会やコミュニティ

地域による小学生の安全を確保する
近隣セキュリティシステムの推進

子ども会活動など地域における
子育て活動への支援

0 10 20 30 40
(%)

高齢者や障害者などに対する災
害時助け合いのシステムの充実

地域コミュニティの基本となる
町会・自治会活動への支援

高齢者への見守りなど地域での
サポートの充実

20.3

19.7

28.1

23.5

34.0

定住性定住性 定住意向は過去最高。9割を超える人が
「品川区に住み続けたい」と回答

健康 上位
5項目

健康のために定期的に健康診断を
受けている人が5割を超える広報 上位

5項目
区に関する情報の入手先は
「広報しながわ」が6割強
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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25年
（2013）
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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 4/21㈰ ① 9:30～12:30

②13:30～16:30
荏原保健
センター 4/ 6㈯ 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
産カップル各24組（選考）
申3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3月7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2月13日㈬から、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2903へ
呼吸器リハビリ太極拳講習会

呼吸器疾患の方を対象に実技講習会を
行います。
日3月15日㈮午後2時～4時
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
内気功を学び、筋力をつける太極拳に挑戦
講師／談衛東（気功療法太極拳講師）
人18歳以上の慢性呼吸器疾患の方と家
族50人（抽選）
申3月8日㈮（必着）までに、はがきで
講習会名、住所、氏名、年齢、電話番
号を健康課公害補償係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6747）へ

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）

2月11日㈷
17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）

2月11日㈷

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　平松クリニック 南大井 6 －17－ 7 ☎3298－6107
　　　やまとや歯科医院 戸　越 6 －20－23 ☎3781－4945
　　　品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
　　　押田接骨院 小　山 2 － 8 －13 ☎3787－8036

2月17日㈰

　　　たつのこどもクリニック 大　井 1 －32－16 ☎3775－8600
　　　大森レインボー歯科 南大井 6 －17－10 ☎3764－0018
　　　歯科依田医院 戸　越 6 － 7 －26 ☎3782－0382
　　　梅津柔道整復所 東大井 3 － 5 －10 ☎3766－7082
　　　武蔵小山接骨院 小　山 3 － 6 －24 ☎3782－2667

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

2月16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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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
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毎日の生活の中で必要な筋力をつけ
て転倒を防いだり、動作が軽くなる
ための体操をします。参加して顔見
知りを増やしませんか。
日4～9月（全25回）　
人区内在住で65歳以上の方（先着）
￥1回①②③各200円④400円　
※③は昼食代別（600円）。
申本人が電話で希望の会場へ　
問高齢者いきがい課☎5742－6733

①身近でトレーニング（２時間程度）　＊1は太極拳
会場 曜日 開始時間 定員

荏原在宅サービスセンター＊1
 （荏原2－9－6☎5750－3708） 土 13:30 15人

中延在宅サービスセンター 
 （中延6－8－8☎3787－2137） 金 15:20 12人

戸越台在宅サービスセンター
 （戸越1－15－23☎5750－1052)

水
13:30

各
15人西大井在宅サービスセンター

 （西大井2－4－4☎5743－6125） 10:00

大崎シルバーセンター （大崎2－7－13)
 申大崎在宅サービスセンター☎5461－0830 木 13:30 10人

②マシンでトレーニング（2時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

西五反田在宅サービスセンター（西五反田3－6－6）
申さくら会西五反田☎5434－7831 木 9:30 各

8人13:30
東品川在宅サービスセンター
（東品川3－1－8☎5479－2946） 月 11:15 10人

デイサービスセンタードゥライフ品川 
（南品川5－3－10☎3450－8136） 火 13:00 6人

八潮在宅サービスセンター
（八潮5－10－27☎3790－0344) 水 15:00 10人

南大井在宅サービスセンター
（南大井5－19－1☎5753－3903） 木 15:30 12人

③予防ミニデイ（４時間程度）　＊2は全12回
会場 曜日 開始時間 定員

西大井在宅サービスセンター
 （西大井2－4－4☎5743－6125）

第2・4
　日＊2 10:00 30人

デイサービスセンター八潮陽だまり
（八潮5－2－2☎3799－3077）

第1・3
　土＊2 10:30 各

15人西五反田在宅サービスセンター（西五反田3－6－6）
申さくら会西五反田☎5434－7831 土

10:00南大井在宅サービスセンター
（南大井5－19－1☎5753－3903） 日 50人

④水中トレーニング（２時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

南大井在宅サービスセンター
（南大井5－19－1☎5753－3903）

水 9:00
各
4人10:00

土 10:00

　4月から介護予防をはじめませんか



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120回高齢者と介護者のた
めの料理教室
日2月26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）
内からだにやさしいホットメニュー
人20人（先着）
￥600円
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
申2月22日㈮までに、電話で戸越台特
別養護老人ホーム☎5750－1054へ

自宅のリフォーム・増改築工事
のための融資あっせんをします
一般よりも低い金利で資金を借りるこ
とができるように、金融機関を紹介し
ます。工事着工前にご相談ください。
対象工事／自宅（工事後に居住する区内
にある住宅を含む）のリフォーム、建て
替え（50㎡以上80㎡未満。木造住宅密集
地域内は面積を問わない）、増改築工事
あっせん条件／金額＝10万～1,000万円
負担利率＝年利1.3％（災害復旧工事、
耐震補強工事、アスベスト除去工事は
年利0.5％、木造住宅密集地域内耐震補
強工事は年利0.3％）
返済方法＝10年以内の元金均等月額償
還（繰り上げ返済は一括返済のみ可）
申込要件／次の全てにあてはまる方
①区内在住の20歳以上の方で1年以上
同一の住宅に居住している
②前年の所得が1,200万円以下で、かつ
年間返済金額の3倍以上ある
③住民税を滞納していない
④都内か近県に住所があり、十分な保証
能力がある20～64歳の連帯保証人を立て
られる、または信用保証機関を利用する
⑤申込者、連帯保証人とも現在この融
資を受けていない
※家屋・土地が賃借の場合は所有者か
ら工事の承諾を得ていること。
※建て替え、増築工事の場合は建築確
認の手続きが必要です。
※あっせん後、金融機関で融資の審査
を受けていただきます。
問都市計画課住宅運営担当
（本庁舎6階☎5742－6777）

地籍調査を再開します
　23年3月11日に発生した東日本大震
災により変動した基準点の改定作業が
一部完了したので、休止していた地籍
調査（街区調査）を再開します。
　この調査は、道路と民有地との境界
を確定するもので、24年度に登記簿や
土地境界図などをもとに測量を行い、
25年度に境界確定の立会いを予定して
います。
日2・3月
対象地区／東中延2丁目、豊町6丁目
※境界確定の立会いは、別途、調査対
象の土地所有者にお知らせします。
問土木管理課境界確定係
☎5742－6547

日野学園温水プールは休場します
温水プール天井改修工事と水入れ替え
のため休場します。
日3月1日㈮～4月5日㈮
問スポーツ協会

就業相談員募集
区内中小企業などの就業に関する相談
にのる専門非常勤職員を募集します。
任用期間／4月1日から1年間 ※更新可。
勤務日時／①週2日②週3日
午前9時～午後5時
報酬／①月額136,000円②月額204,500円
人健康で働く意欲があり就業に関し知
識・経験がある方各1人（選考）
申2月22日㈮（必着）までに、履歴書（写
真貼付）に「週2日」「週3日」「どちらで
も可」を書いて、ものづくり・経営支援
課就業支援担当（〠141－0033西品川1
－28－3☎5498－6352）へ郵送か持参
※書類選考のうえ面接。書類通過者には
面接時間を2月26日㈫までに電話連絡。
※面接日は3月1日㈮。
※履歴書は返却しません。

ふれあい作業所パート職員募集
採用予定日／4月1日から1年間　※更新可。
勤務日時／週4日（月～金曜日）
午前9時～午後4時（休憩1時間含む）
内公園清掃、室内作業（知的障害者の
支援を含む）、運転（ワゴン車）

人若干名
時給／860円から　※交通費支給。
申2月21日㈭（必着）までに、履歴書（写
真貼付）をふれあい作業所西大井本部
（〠140－0015西大井4－9－9☎3775
－4585）へ郵送　※書類選考のうえ面
接。面接日は2月28日㈭。

福栄会　臨時職員募集
日月～土曜日（週2・3日）
①午前8時45分～午後5時45分＝訪問介護
②午前8時30分～午後5時＝食事・入浴・
送迎サービス、クラブ活動・レクリエー
ションの手伝い
※曜日・時間は相談。
場①ヘルパーステーション東品川（東
品川3－1－5）②東品川在宅サービス
センター（東品川3－1－8）、大崎在宅
サービスセンター（北品川1－16－5）
時給／①1,400円②950円
※②は交通費支給。
人若干名（選考）
※①は訪問介護員2級課程修了以上の資
格がある方。
申電話連絡の上、履歴書を東品川在宅
サービスセンター（〠140－0002東品
川3－1－8☎5479－2946）へ郵送

障害者水泳教室
日4月14日～26年3月9日の第2・4日曜
日（全19回）　※7・8月を除く。
番号 時間 対象

① 9:30～
11:00

小学3年生～20歳未満の知的
障害者の方、小学3年生以上の
身体障害者の方

② 11:30～
13:00 20歳以上の知的障害者の方

場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
人自分で身の回りのことと、会場まで
の往復ができる方各45人（抽選）
※60歳以上の方は、健康診断結果の写
しを提出。
￥各570円（保険料）
※新規の方は､ 帽子代450円が必要。
申2月22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、保護者名をスポーツ協会へ
※新規の方は、3月10日㈰に面接。

バドミントン教室
日3月10日㈰午前10時～午後5時
内初級～上級者のクラス別指導
￥1,000円、小・中学生500円（保険料込）
※小学生は保護者同伴。
主催／品川区バドミントン協会
場参当日、費用を持って戸越体育館へ
※ラケットをお持ちの方は持参。

安比高原スキー教室
日3月14日㈭午後10時～17日㈰午後10
時（大井町駅前集合・解散、往復バス、
車中1泊、ホテル2泊）
宿泊／安比グランド本館（岩手県）
人高校生以上で、初級以上の方40人（先着）
￥36,000円（3朝食2夕食付き）
申3月7日㈭までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（2月18日㈪を除く）

初心者弓道教室
日①月曜コース＝4月15日～12月16日
午前10時～正午（全29回）
②火曜コース＝4月16日～12月17日
午後6時30分～8時30分（全29回）
③土曜コース＝4月20日～12月7日
午後1時30分～4時30分（全25回）
場東品川公園弓道場（東品川3ー14ー9）
人高校生以上の方各30人（抽選）
￥各17,350円（保険料込）
※体験教室2回1,000円。
主催／品川区弓道連盟
申3月8日㈮までに、往復はがきで教室
名、コース、住所、氏名、電話番号、
経験の有無をスポーツ協会へ
※弓道具は貸し出し。

温泉ハイキング
大高取山とゆうぱーくおごせ
梅の里として名高い埼玉県越生町の大
高取山を歩き、温泉を楽しみませんか。
日3月3日㈰午前8時30分～午後3時
（池袋駅集合・現地解散）
場越生・大高取山（温泉は「ゆうぱー
くおごせ」）
人10㎞程度歩ける健康な方30人（抽選）
￥2,000円、小・中学生1,000円
（復路交通費別）
主催／品川区キャンプ協会
申2月17日㈰までに、はがきかFAXに
「温泉ハイキング」とし、住所、氏名、
年齢、電話番号をスポーツ協会へ

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/

●送迎付添い
理美容を受ける利用者の送迎付き
添いをします。
日第2月・第4金曜日10:00～12:00
場成幸ホーム（中延1）
●園芸サークル補助
園芸サークルの準備、片付け、植物
の手入れなどをします。
日第1木・金曜日13:00～16:00
場大井在宅サービスセンター（大井4）
●クラフトの仕上げ
ビーズ製品で指輪やストラップの
金具付けなどの仕上げをします。
日月・火・木・金曜日9:00～16:00
のうち1時間程度
場西大井福祉園（西大井5）

●ほっと・サロンの講師補助
筋力トレーニングの講師補助をし
ます。
日木曜日13:00～15:00
場西大井ほっと・サロン（西大井3）
●歌や楽器の演奏
歌や楽器の演奏をします。
日月1回14:00～16:00
場ケアホーム西大井こうほうえん
（西大井2）
●知的障害者の支援
知的障害のある30～40歳の方の余
暇活動の支援です。企画から活動
までを一緒に手伝います。
日月1回（日曜日）9:00～16:00
場ひまわり会（イベント開催地）

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

■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

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定するボラ
ンティア活動1回につき、1ポイントを差し上げています（年
間50ポイント上限）。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ができます。事前にボラン
ティアセンターや対象施設などで申し込みが必要です。
※登録者には「はつらつカード」（ピンク色）を発行します。
人区内在住でおおむね60歳以上の方
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）

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

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/

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2月22日㈮午後2時～3時30分
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

ポ

ポ

スポーツ

求人

☆緑色のはつらつカードをお持ちの方はポイン
トを交換してください。
○昨年12月までの活動でためたポイントを交換
しています。必ず期限までに交換してください。
※50ポイントたまっていなくても交換できます。
交換期間／／2月28日㈭まで
午前9時～午後5時　※日曜日、祝日を除く。
交換方法／緑色の「はつらつカード」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

※詳しくはお問い合
　わせください。
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シルバー水泳教室
日4月9日～5月28日の火曜日
午前11時30分～午後1時（全8回）
場日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）
人60歳以上で健康な方50人（抽選）
￥1,840円（保険料込）
申2月22日㈮までに、往復はがきで教
室名、住所、氏名、年齢、電話番号を
スポーツ協会へ　※説明会は、3月5日
㈫午前10時から。　※後日、過去1年
以内の健康診断結果の写しを提出。

クラブカップ（女子）
日3月24日㈰午前8時45分受付
※予備日は3月31日㈰。
場有明テニスの森（江東区有明2－2－22）
試合方法／硬式テニスダブルス3本、
トーナメント戦（6人編成）
人区内在住か在勤の方、連盟登録者30
チーム（先着）
￥1チーム12,000円
連盟登録チーム9,000円
主催／品川区テニス連盟
申3月10日㈰までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（2月18日㈪を除く）

第19回マスターズ9人制バレー
ボール大会
日3月10日㈰午前9時から
場総合体育館
試合方法／ブロック別トーナメント戦
※敗者戦あり。
人男子の部＝45歳以上
女子の部＝50歳以上
￥1チーム6,000円（保険料込）
申2月27日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（2月18日㈪を除く）
※主将会議は、3月6日㈬午後7時から
総合体育館。

スポーツ講演会「オリンピッ
クの魅力」
ビーチバレーで北京・ロンドンオリン
ピックに出場した方が話します。
日3月2日㈯午前10時～11時30分
場総合体育館
講師／白鳥勝浩（湘南ベルマーレ）
人90人（先着）
申2月20日㈬までに、電話でスポーツ
協会へ（2月18日㈪を除く）

ウェルカムセンター原・交流
施設～ひな祭り料理教室
日3月3日㈰午前10時～午後0時30分
人12人（抽選）
￥1,000円（材料費込）
場申2月21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

東京都脳卒中医療連携推進事
業公開講座
日2月23日㈯午後2時～4時
内脳卒中の症状、病態と外科治療
講師／杉山達也（昭和大学病院脳神経
外科講師）
人120人（先着）
場参当日、講堂（第三庁舎6階）へ
問荏原病院地域医療連携室☎5734－
8000内線1602、健康課☎5742－6744

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基礎から学ぶ長唄三味線
＜30分個人稽古＞
日2月22日㈮、3月8日㈮・22日㈮
午後5時～8時20分の間の30分（全3回）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
人6人（先着）　￥9,000円
②フラダンス
日2月17日～3月17日の日曜日
午後2時～3時30分（全4回）
※全8回のうち5回目からの途中入会。
人24人（先着）　￥5,200円
③中国語中級
日2月26日～3月19日の火曜日
午後6時30分～8時（全4回）
※全11回のうち8回目からの途中入会。
2月19日㈫の体験受講（500円）が必要。
人日常会話がある程度できる方10人（先着）
￥8,800円（テキスト代別）
－－－－－－－－　共　　通　－－－－－－－－
場申電話で同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ

品川＆早川ふるさと交流～仲間と気
軽にバードウオッチングを楽しもう
ガイドが案内するので、バードウオッチ
ング初心者の方でも安心です。
日2月18日㈪～28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
￥6,300円、小学生5,670円（1泊2食付
き宿泊費、プログラム参加費、消費税）
※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

第4回五館フェスティバル
文化センター5館（五反田・荏原・東品川・
旗の台・南大井文化センター）で活動
している団体が合同で成果発表会を開
き、日頃の活動の成果を披露します。
日2月17日㈰午前10時30分～午後4時
（午前10時開場）
内ダンス、楽器演奏、コーラスなど
場・観覧方法／当日、荏原文化センター
（中延1－9－15☎3785－1241）へ
※車での来場はご遠慮ください。

薬物乱用防止ポスター・標語展
区内中学校の生徒による応募作品を展
示します。
日2月22日㈮～28日㈭
午前8時30分～午後5時15分
※23日㈯は除く。　※22日は午後1時
から、28日は午後4時まで。
場第二庁舎3階ロビー
問健康課☎5742－6744

陽春の文化財めぐり～大崎・
戸越の文化財を訪ねる
日3月10日㈰午後1時～4時 ※小雨決行。
行程／大崎駅西口～居木神社～西品川
三丁目石造庚申供養塔～貴船神社～大
正六年銘道標～戸越八幡神社～行慶寺
～文庫の森（旧三井文庫書庫）～戸越
公園～大原不動堂～戸越公園駅
※約5㎞。
人100人（抽選）
￥50円（保険料）
申2月22日㈮までに、往復はがきに「文
化財めぐり」とし、参加者全員の住所・
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

品川清掃工場見学会
日2月23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2月21日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

第200回日曜コンサート
日2月17日㈰午後1時30分～3時
曲目／ドビュッシー作曲　「喜びの島」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 ★

★

ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（1月31日現在）238,726,646円

1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

講座・講演

スポーツ

日3月2日㈯午後2時～4時40分
（午後1時30分開場）
場星薬科大学大講堂（荏原2－4－41）
内①基調講演＝講師：渡邉英彦（富士
宮やきそば学会会長）　
②パネルディスカッション＝パネリス
ト：濱野区長、なぎら健壱（タレント）、
池田玲子（区民アナウンサー）、亀井
哲郎（戸越銀座銀六商店街振興組合理
事長）コーディネーター：大下茂（帝
京大学経済学部教授）　

③ミニトークショー＝菊池桃子（タレント）
人800人（先着）
申2月18日㈪（必着）までに、はがきか
FAXで代表者の住所・氏名・電話番号、
参加人数を東京新聞広告局営業推進部
「荏原再発見シンポジウム」係（〠100－
8502（住所不要）Fax3502－7227）へ
※ HP www.tokyo-np.co.jp/ad/0302/か
らも申し込めます。
問しながわ観光協会☎5743－7642
商業・観光課☎5498－6350

荏原再発見シンポジウム
荏原のまちを100倍楽しむヒントとは？

年金記録に「もれ」や「誤り」はありませんか？
ご自身の年金記録をもう一度ご確認ください。年金記録の「もれ」や「誤り」
がご心配な方は、品川年金事務所へご相談ください。
問品川年金事務所（大崎5－1－5高徳ビル2階☎3494－7831）

募集中
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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

税税のたより
問品川税務署☎3443－4171　荏原税務署☎3783－5371　国税庁ホームページHP www.nta.go.jp/

●申告書は自分で作成して提出はお早めに
24年分申告書の提出・納付期間は、次のとおりで
す。
所得税・贈与税…3月15日㈮まで
個人事業者の消費税・地方消費税…4月1日㈪まで

●パソコンを使って申告書の作成ができます
確定申告書は、自宅のパソコンを使って国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」から作成することができます。
また、税務署に来署して作成する場合にも、同様のシステム
によるパソコンでの確定申告書の作成を推進しています。

●税務署に来署して申告書を作成される方へ
税務署の「申告書作成会場」の利用時間
は午前8時30分から午後5時までです。　
※職員などによる申告書作成に関するア
ドバイスは午前9時15分からです。

日4～10月
￥参加費のほか年間登録費1,500円
（保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申2月20日㈬までに、往復はがきで教
室名、コース、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号、泳力（クロールで何m）
をスポーツ協会へ
※参加者には後日、健康診断などの
結果票を確認させていただきます。

○伊藤学園の教室は3月で終了し、引
き続き豊葉の杜学園温水プールにて、
5月中旬より同じ時間帯で開催する予
定です。

水泳教室
教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 参加費 募集人数

（抽選） 会場

女　　性

ＥＭ

高校生～65歳

金

9:30～11:00

17 10,200 各
10

荏原文化センター
（中延1－9－15）

ＴＲ 火 14 9,800 戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23）

Ｌ
各
15

各
9,000

20

日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

Ｎ1 木 30
Ｎ2 50～70歳 11:30～13:00

各
20

一般夜間

Ｐ1 日 17:30～18:30
各
20

各
12,000Ｐ2 高校生～65歳 18:30～19:30

Ｑ 木 19:00～20:30

Ｘ 高校生～65歳
＊2 日 19:30～21:00 23 14,950 10

遊水歩行＊1 Ｗ1 40～75歳 月
（第3除く）

9:30～11:00
各
8

各
4,800

各
20Ｗ2 11:30～13:00

みんなの水泳教室 ＴＰ 高校生～70歳 第1・3・5土 9:30～11:00 各
10 戸越台中学校温水プール高齢者＊1 ＴＳ 50～70歳 火 11:30～13:00 14 8,400

八潮健康水泳教室 ＹＷ 50歳以上 水 9:30～11:00 10 6,500
各
30

八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

夜間水泳教室
ＹＱ

高校生～65歳
火

19:30～21:00 各
23

各
14,950ＳＱ 水 品川学園温水プール

（北品川3－9－30）
＊1　水中運動含む　＊2　クロール・背泳ぎ・平泳ぎ各25m以上泳げる方

①餌を与えない
●生ゴミはふた付きの容器に入れま
しょう。三角コーナーや台所の排水
トラップのゴミはその日のうちに片
付けましょう。　●食べ物は出した
ままにせず、戸棚や冷蔵庫の中にし
まいましょう。　●他に食べるもの
がある環境では、毒エサをしかけて
もなかなか食べてくれません。
②巣になる場所や巣の材料を与えない
●家の中ではなるべく荷物を積んだ
りせず、物陰を作らないようにしま

しょう。　●紙くず、ビニール袋、
段ボールなど、巣の材料になりそう
なものは出したままにせず、片付け
るようにしましょう。　●常に整理
整頓を心がけることが大切です。
③侵入口を塞ぐ
●1.5cmほどの隙間や穴でも侵入口
となります。家の壁などに隙間や穴
がないか点検し、あれば塞ぐように
しましょう。　●ドアや窓を開けっ
放しにしないようにしましょう。

家に侵入してくる
ネズミにご用心！

「こみゅにてぃぷらざ八潮」
で新たに開設されます。
日4～9月　※祝日は除く。
Ａ教室＝
午前9時30分～10時30分
Ｂ教室＝
午前10時45分～11時45分
※大崎第二区民集会所とこ
みゅにてぃぷらざ八潮は午前
10時～11時の1教室。
内健康体操
人60歳以上の方
各20人程度（抽選）
※医師に運動を禁じられてい
る方はご遠慮ください。
￥各3,600円
申2月25日㈪までに、本人が
直接希望の会場へ
問健康課健康づくり係
☎5742－6746

曜日 会場 所在地

月

東品川シルバーセンター 東品川3－32－10
平塚シルバーセンター 平塚2－10－20
ゆたかシルバーセンター 豊町3－2－15
平塚橋シルバーセンター 西中延1－2－8

火

旗の台シルバーセンター 旗の台4－13－1
西大井いきいきセンター 西大井2－5－21
関ヶ原シルバーセンター 東大井6－11－11
後地シルバーセンター 小山2－9－19

水

荏原第二区民集会所＊1 荏原6－17－12
ゆたかシルバーセンター 豊町3－2－15
東大井区民集会所 東大井2－16－12
こみゅにてぃぷらざ八潮 八潮5－9－11
大崎第二区民集会所 大崎2－9－4
南品川シルバーセンター 南品川5－10－3

木

大井第三区民集会所 西大井4－1－8
八潮区民集会所 八潮5－10－27
五反田シルバーセンター 東五反田2－15－6
荏原第三区民集会所 平塚1－13－18　
荏原第五区民集会所 二葉1－1－2

金

西五反田シルバーセンター 西五反田3－9－10
北品川シルバーセンター 北品川1－29－12
南大井シルバーセンター 南大井3－7－13
小山シルバーセンター 小山5－17－18　

＊1　荏原第二区民集会所は工事のため、9月は会
場が平塚橋会館（西中延1-2-8）になります。

ではつらつ笑顔健康塾

おもちゃの病院が消費生活展へ出張します
日2月16日㈯午後1時45分～3時45分
場きゅりあん（大井町駅前）
内壊れたおもちゃの修理
※修理に時間がかかる場合は預かります。
問消費者センター☎5718－7181
※消費者センターでの診察は休診です。

クラシックの名曲とビートルズの
ヒットナンバーを楽しい解説も交え
ながらお届けします。
日5月24日㈮午後7時開演　
（午後6時30分開場）　　　　　
場スクエア荏原ひらつかホール
（荏原4－5－28）
曲目／アイネ・クライネ・ナハト・ムジー
ク、夢のあとに、レット・イット・ビー、
ヘイ・ジュード、イエスタデイ　他
出演／齋藤真知亜、森田昌弘、
村松龍、藤森亮一
￥3,000円（全席指定）

発売開始／2月23日㈯
午前9時から＝スクエア荏原・きゅり
あん・メイプルセンター
午前10時から＝Ｏ美術館・しながわ
観光協会
○インターネット予約（ HP www.
shinagawa-culture.or.jp/）は午前9時
から、電話予約（チケットセンター
キュリア）は午前10時から。
※発売初日は1人4枚まで。　
※電話予約では座席の選択はできません。
※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。
※託児はありません。

問生活衛生課環境衛生担当
☎5742－9138

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 編曲：すぎやまこういち

ひらつかホール
オープニング
記念公演

天井裏でゴソゴソ走る音がする、室内で食べ物や石けんがかじられてい
る時などは、ネズミによる被害が考えられます。この時期、ネズミは

暖かい場所を好むため、家の中に侵入してくることが増えます。ネズミ対
策で大切なことは次の3つです。

消費生活電話相談は休みます
日2月16日㈯　 問消費者センター☎5718－7181

問い合わせ／チケットセンターCURIA（キュリア）☎5479－4140
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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。

12月9日㈰、きゅりあんで「障害者週間・記念のつどい～
ともに生きる住みよいまちをめざして～」を開催。式典
では、障害を乗り越えて社会で活躍する3人を表彰。続い
て日立ソリューションズ吹奏楽団が手話を交えての楽曲
演奏。日本ろう者劇団による手話狂言も行われました。

しながわ水族館のお正月

1月2日㈬～14日㈷、しながわ水族館では
正月限定イベントを開催。「獅子（しし）
舞アシカショー」ではアシカのチャッピー
が獅子舞を披露。ほかにも今年の干支の
巳（へび）にちなんだ「干支水槽」など
を実施。多くの人でにぎわいました。　

品川カブ収穫

12月20日㈭、しながわ中央公園で二葉幼
稚園の園児たちが品川カブを収穫。同カ
ブは、江戸時代から食されてきた漬物用
の長カブ。園児の一人は「おばあちゃん
に漬物にしてもらうんだ」と笑顔を浮か
べていました。

"伊達直人"さんから贈り物

12月14日㈮、区は、差し出し人“伊達直人”
（漫画「タイガーマスク」主人公）とし
て届いた5万円分商品券を、児童養護施
設「品川景徳学園」に寄贈。同園長は「ご
厚意を寄せていただき、大変ありがたい」
と感謝を述べました。

国の登録有形文化財に

12月14日㈮、伸びやかで開放的な軸部構
成の旗岡八幡神社絵馬殿（旗の台3）が、
近日中に登録有形文化財（建造物）とし
て登録されることになりました。戦前期
に建てられた希少な神社建築です。

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。

12月21日㈮、区は株式会社 船清と「災害時における民間
事業者施設の使用に関する協定」を締結。協定では、災
害時に同社が保有する屋形船を避難者の一時待機施設と
して提供されます。民間事業者の協力を得たことは、防
災対策にあたり極めて大きなことです。

1月4日㈮～15日㈫、区役所第二庁舎3階ロビーで「明る
い選挙啓発ポスターコンクール作品展」を開催。 選挙に
関心をもち、投票に参加してもらおうと「明るい選挙推
進運動」の一環で実施。今年は区内の小中学校26校から
563作品の応募がありました。

しながわ
写真
ニュース

12月20日㈭、ゆたか保育園で餅つきが行われ、園児63
人が参加。「よいしょ！よいしょ！」の掛け声に合わせ
て、杵

きね

を振り下ろしました。餅つきの最中は笑顔が絶えず、
昼食時には自分たちがついた餅を食べながら「おいしい。
お餅つきも楽しかったよ」と話していました。

1月14日㈷、きゅりあんで成人式記念式典を開催。今年
の新成人は2,385人で、およそ1,200人が参加しました。
キャッチコピーは「未来へ羽ばたこう」。新成人が実行委
員となり企画したイベントなど盛りだくさんの式で20歳
の門出を祝いました。

12月5日㈬、きゅりあんで「講演と映画のつどい」を開催。
人権擁護委員の２人が「人権尊重都市品川宣言」を朗読
した後、三木小学校・大崎中学校の卒業生でフジテレビ
アナウンサーの須田哲夫さんが登壇し、報道現場での体
験を披露。映画は「食堂かたつむり」が上映されました。

12月18日㈫、大井町緑地児童遊園で「花子と太郎」由来碑
を披露。像は、詩人・萩原朔太郎の詩集「青猫」をモチー
フに、昭和48年立会川を蓋がけし整備した際設置したもの。
濱野区長は「大井町の玄関にあたる場所にある。訪れた方々
にあいさつしてもらえるようになれば嬉しい」と述べました。

12月26日㈬、区役所で品川区まちづくりマスタープラン
策定委員会が行われ、越澤委員長から濱野区長へ同プラ
ン（最終案）が手渡されました。今後20年間のまちづくり
について、アンケート等で区民意向を把握し、パブリック
コメントにより意見や提案を求めた上、まとめたものです。
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