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　東日本大震災の発生から2年。この震
災の教訓から、区としても、地域防災計
画の改訂や津波自主避難マップの作成な
ど、防災対策を最重点課題として積極的
に取り組んでいます。
　一方、昨年実施した品川区世論調査に
おいて、「品川区に住み続けたい」という
回答が初めて9割を超えました。この結

果について、大変うれしく思いながらも、区政を担うものとして、その責任
の重大さを改めて認識しました。
　今後も効果的・効率的な区政運営に努め、健全財政を堅持しながら、区民
が真に必要とする施策を迅速かつ的確に推進し、「輝く笑顔　住み続けたい
まち　しながわ」をめざします。

　品川区長期基本計画は、21年度を初年度とする10年間の計
画です。この間、リーマンショック、3.11東日本大震災、2度
の政権交代と、社会は目まぐるしく変化してきました。こうし
たことから、策定から5年目を迎える長期基本計画の中間見直
しを行い、施策の再構築を行っていきます。

　昨年4月に都が発表した新たな被害想定によると、品川区は
地震による火災危険度や津波の高さが最も高いという大変厳し
い内容でした。改めて、区の防災力を高め、安全で安心のまち
づくりを進めることが急務であると痛感し、様々な取り組みを
積極的に推進し災害に強いまちを築いていきます。

25年の第1回区議会定例会は2月20日に開会し、25年度一般
会計予算案や各種議案を審議しています。開会にあたり濱野区
長は、区政運営の基本方針と施策について所信を表明しました。
○施政方針の全文は、区ホームページでご覧いただけます。
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　　日本大震災から2年がたちました。平成23
年3月11日に発生した東日本大震災は、東北地
方を中心に広い地域に深刻な被害をもたらしま
した。
　被災地では復興に向けた営みが動き出しては
いるものの、いまなお不自由な生活を余儀なく
されている方も数多くいらっしゃいます。一日
も早く平常の暮らしに戻れるよう願っています。

　区では、これまで災害時相互援助協定を結ん
でいる岩手県宮古市や福島県富岡町をはじめと
して、被災された地域の皆さんに区民の方々か
らの義援金や支援物資をお届けしたり、職員を
派遣して復興に寄与するように努めてきました。
　今後とも少しでも被災地の方々の力になれる
ように支援を続けてまいります。

これからも引き続き次のような支援を行っていき
ます。
●被災地応援ツアーの実施
●被災地支援のための区職員派遣の拡大
●被災者への住宅の提供
●被災者雇用に対する助成
●イベントなどにおける産直販売・観光PR など

東日本大震災で亡くなられた方を追悼し、被災
地の復興を願って3月11日㈪午後2時46分から1
分間の黙とうにご協力ください。黙とうについ
ては防災行政無線でもお知らせします。

3月11日を迎えて
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21,000千円防災拠点の整備
　西品川1丁目のJTアパート跡地を取得し、しながわ中央公園と一体的な整備を
することで安全に避難できる広場空間を確保します。

156,102千円木密地域不燃化にかかる事業
　木造住宅密集地域の改善に向け、都が実施する都市計画道路補助29号線、放射
2号線、補助28号線の整備と一体的に進められるよう連携・協力を図ります。
・不燃化特区整備プログラムの実施
・特定整備路線沿道不燃化等調査
・木造住宅密集地域等における住宅耐震化の推進
・災害時避難路の確保（ブロック塀を生垣に）
・街頭消火器増設による初期消火体制の強化

32,320千円災害時における情報伝達
・町会・自治会等向け情報配信機器の配備
・防災行政無線の商店街放送設備接続を拡充
・災害時情報発信の一元化システムを構築
・区内消防水利をホームページで公開
・ケーブルテレビ放送を活用した防災気象情報発信の拡充

431,766千円避難所機能の強化
・区立小中学校の防災・避難所機能の強化（非構造部材の耐震化等）
・避難所用簡易トイレの計画的配備（災害時の衛生環境を確保）
・災害医療キットの配備による初動医療救護体制の強化
・布製担架の配備
・区立小中学校・保育園･幼稚園帰宅困難児用食糧等の備蓄

588,091千円浸水・津波高潮対策
・津波・高潮対策の推進（津波自主避難マップの普及・啓発など）
・都市型水害に強い基盤の整備

11,568千円地域連携
・しながわ地域防災プロジェクトの推進（災害時等における地域・企業・行政の
協力体制の構築）
・民間避難施設との連携・連絡体制等の整備

6,000千円その他
・道路空洞調査・補修工事

　昨年新設した返済期間を10年以内とする経営安
定化資金や、3年間無利子の緊急特別支援資金の融
資あっせんを継続します。また資金繰りに苦慮する
中小企業に向けて、事業設備資金や事業運転資金の
あっせん限度額を引き上げます。
　プレミアム付き商品券についても引き続き発行
し、地域経済の活性化を図ります。
　中小企業が今後も経営を維持していくため、企業
活動の基本となる人材への支援として、合同就職説
明会や企業の魅力発信イベントなど求人企業支援や
若者の就職活動サポートなどにも取り組みます。

―――　25年度予算の主な項目（案）　―――
①中小企業事業資金融資あっせん… 940,732千円
②若者向け就業支援……………………95,680千円
③プレミアム付き商品券6億円の発行助成 ………… 
……………………………………………78,480千円

　この3年間で2,000人を超える待機児童の受け入
れ枠拡大を行いました。将来的な財政の負担も考慮
しつつ、引き続き民間事業者による認可・認証保育
所の誘致を積極的に進めていきます。
　25年度は、幼保一体施設「平塚すこやか園」な
ど認可保育園5園・認証保育所1園の開設を予定し
ています。また、幼保一体施設「二葉すこやか園」
のリニューアルや保育ママ事業で在宅型・事業所型
を合わせて3カ所開設するなど、待機児童対策を総
合的に展開し、受け入れ枠を484人拡大し、待機児
童の解消に努めます。

―――　25年度予算の主な項目（案）　―――
①私立保育園・認証保育所の開設支援
　……………………………………… 397,194千円
②家庭的保育（保育ママ）事業…… 152,236千円
③幼保一体施設の開設………………… 2,800千円

　特別養護老人ホームなどの整備を進め、26年度
には杜松小学校跡に開設予定です。また、区営住宅
の建て替えに伴い併設の平塚橋会館を、さらに、上
大崎の国有地旧最高裁判所宿泊所「みやこ荘」跡地
を取得し、特別養護老人ホーム等複合施設として整
備します。
　民間医療法人が行う介護と医療サービスの提供を
付加したサービス付き高齢者住宅の整備に対して助
成をします。また、民間の認知症グループホームの
整備助成を２カ所、小規模多機能居宅介護施設助成
を１カ所行うなど、各種施設の充実を図ります。

―――　25年度予算の主な項目（案）　―――
①特別養護老人ホームなどの増設（杜松小学校跡、
平塚橋会館跡、旧みやこ荘跡） … 3,218,554千円
②西五反田3丁目介護・医療サービス付き高齢者住
宅等複合施設の開設助成………………54,140千円

最重点課題「防災対策の強化　災害に強いまちづくり」
災害に強いまちづくりのため、避難スペースの確保、木造住宅密集地域の改善、住宅建築物の耐震化を
はじめ様々な視点から施策や事業を推進します。

三つの緊急課題 への継続した取り組み
緊急経済対策 総合的な待機児童対策 高齢期の住まいと安全安心対策

地域経済の活性化に向けた総合的支援 将来的な財政負担を考慮した施策展開 伸び続ける高齢化への対応

長期基本計画の 五つの都市像 の実現
―――――――　25年度予算の主な項目（案）　―――――――
①地域活動
・地域力支援事業の構築…………………………………… 53,623千円
・区民との協働による地域づくり…………………………… 6,052千円
②産業振興
・情報通信業展示会出展支援、品川パビリオン共同出展… 3,920千円
・知的財産権取得支援（情報通信業へ対象拡大） ………… 3,062千円
・海外進出支援ベトナム調査団派遣………………………… 2,750千円
・ウーマンズビジネスグランプリ2014 ………………… 3,070千円
③商業・観光
・マイスター店等支援事業………………………………… 12,208千円
・都市型観光推進事業……………………………………… 17,870千円
・被災地応援ツアー…………………………………………… 3,550千円
④文化・スポーツ
・荏原平塚総合区民会館「スクエア荏原」の開館…… 109,516千円
・スポーツ祭東京2013（東京国体）開催 …………… 26,048千円
・品川区民芸術祭開催……………………………………… 14,497千円
・品川歴史館特別展「大井に大

おおぼとけ

仏がやって来た！」 ……… 9,992千円
・品川区史編さん…………………………………………… 24,987千円
・品川図書館設立90周年記念行事 …………………………… 790千円

だれもが輝く　にぎわい都市
　町会・自治会をはじめ、ＮＰＯ
や企業による社会貢献活動など、
様々な活動への支援を継続します。
　産業については、近年、区内へ
の集積が進む情報通信業に対し、
展示会への出展助成や知的財産権
の取得支援を行うなど、その成長
を支えていきます。商店街につい
ては、生鮮三品を取り扱う商店へ
の支援を新たに行い、観光への取
り組みとして、しながわみやげを発掘・発信する「しながわみやげコンペティショ
ン事業」などを実施します。
　4月にオープンする荏原平塚総合区民会館「スクエア荏原」を新たな文化芸術・
スポーツ・交流の拠点としていきます。また、東京国体「スポーツ祭東京2013」
の正式競技ハンドボールの開催などを通じ、2020年オリンピック・パラリンピッ
ク招致への気運醸成も積極的に推し進めていきます。
※緊急経済対策については「三つの緊急課題」を参照。

荏原平塚総合区民会館スクエア荏原



（3）

　市街地再開発事業では、西品川一丁目地区について、防災性の向上や大
崎駅周辺地域の機能補完等のため準備を進めます。また品川駅周辺につい
ても、区の新たな拠点整備に向け、国際戦略総合特区の拡大なども視野に
入れたまちづくりを進めます。八潮地区は当初の都市計画と、高齢化が急
速に進行している現在のまちの状況が合わないため、歩道の幅を広げるな
ど、人が歩きやすい道路への改修を進めます。
　交通環境の整備では、下神明駅にエレベーター設置助成を行い、これに
より区内40の全ての駅でバリアフリー化が完了します。
　防犯対策については、防犯カメラなどの整備補助を拡充し、自主的防犯
対策の向上を支援していきます。

――――――――　25年度予算の主な項目（案）　――――――――
①まちづくり
・品川駅南地域まちづくりの推進……………………………… 20,000千円
・西品川一丁目地区再開発…………………………………… 531,190千円
・百反歩道橋の架け替え整備………………………………… 550,000千円
②バリアフリー
・八潮団地内道路のバリアフリー化…………………………… 15,000千円
・下神明駅エレベーター設置助成……………………………… 26,600千円
③安全安心
・防犯カメラの設置促進………………………………………… 37,500千円

　水辺の環境改善の一環として、勝島運河雨水貯留施設建設を進め、都と
連携しながら、浸水対策も合わせ、河川・運河の水質改善に努めます。
　しながわ区民公園では、屋外プール等の改修を、また、区内小学生から
のアイデアを取り入れた3カ所目の公園として、東品川公園を改修します。
　環境対策としては、商店街と連携した新たなメニューへの支援により省
エネルギー・節電啓発を推進し、太陽光発電設備についても区有施設への
設置に努めていきます。
　リサイクルでは、25年度から小型家電も資源として回収するなど循環型
社会をさらに推進します。
　また、アスベストについては調査助成に加え除去助成も実施し、確実な
対策工事の促進と区民の不安解消に努めます。

――――――――　25年度予算の主な項目（案）　――――――――
①水とみどり
・河川・運河の水質改善……………………………………… 743,609千円
・しながわ区民公園再整備……………………………………… 20,000千円
・子どもたちのアイデアをいかした公園づくり……………… 18,500千円
②環境等対策
・小型家電の拠点回収……………………………………………… 5,471千円
・アスベスト除去助成……………………………………………… 9,012千円
・外来種駆除対策の実施……………………………………………… 160千円

　特別養護老人ホームなどの施設において、健全な施設運営や介護スタッ
フのモチベーションの向上を図るため、要介護度が改善された場合、奨励
金を交付します。
　障害者福祉については、発達障害者成人期支援拠点の整備や知的障害者
通所作業所の拡充などを進めます。
　地域福祉の推進では、ひとり親家庭の教育面での不安軽減や自立支援に
向けた取り組みを行います。
　健康づくりでは、がん
予防対策として子宮頸

け い

が
んワクチン接種の拡大を、
また、低年齢化傾向にあ
る高血圧や糖尿病などの
生活習慣病予防のため健
康診査の対象拡大などを
実施します。
※高齢期の住まいと安全
安心対策については「三
つの緊急課題」を参照。

――――――――　25年度予算の主な項目（案）　――――――――
①高齢者福祉
・要介護度改善ケアに成功報酬制度導入………………………… 6,624千円
②障害者福祉
・発達障害者の成人期支援拠点の整備…………………………… 3,417千円
・知的障害者通所作業所「ふれあい作業所」の拡充………… 37,270千円
・品川児童学園の療育機能の充実……………………………… 21,192千円
・私立幼稚園における特別支援教育の充実支援………………… 5,070千円
③地域福祉
・ひとり親家庭への学習支援………………………………………… 800千円
④健康の推進
・子宮頸がんワクチン接種の拡充…………………………… 123,668千円
・35歳からの健康診査 ………………………………………… 13,320千円
・糖尿病等重症化予防事業（国保基本健診受診対象者） ……… 5,757千円
・HIV即日検査のモデル実施 ………………………………………… 730千円
⑤衛生
・地域との協働による飼い主のいない猫対策の推進…………… 3,650千円

　子ども・子育て支援に関する
需要の見込みを踏まえ、今後の
事業計画策定の準備をするとと
もに、子育ての不安や悩みを相
談でき、交流もできる場の充実
なども図ります。
　学校教育においては、喫緊の
課題であるいじめ問題につい
て、いじめ等の根絶に向けた対
策を強く推進し、いじめの早期
発見・解決に努めていきます。また、4月に施設一体型一貫校豊葉の杜学園
を開校し、小中一貫教育をさらに充実していきます。
　青少年の健全育成では、毎月第一日曜日の品川区「家庭の日」に、離れ
て暮らしている家族との絆

きずな

を深めることなどを奨励します。
　さらに、25年度は人権尊重都市品川宣言制定20周年であり、改めてそ
の主旨を広く周知し、普及に努めます。
※総合的な待機児童対策については「三つの緊急課題」を参照。

――――――――　25年度予算の主な項目（案）　――――――――
①子育て・親育ち
・品川区子ども・子育て支援事業計画の策定…………………… 8,386千円
・子育て交流サロンの開設………………………………………… 3,781千円
・親育ち支援事業の推進…………………………………………… 3,782千円
・シニア世代の悠々ボランティアの育成…………………………… 732千円
②幼児教育
・スクール・ステイ事業…………………………………………… 5,095千円
・保幼小連携啓発パンフレットの配布……………………………… 271千円
③学校教育
・いじめ等防止対策……………………………………………… 35,924千円
・区長と教育委員の懇談会…………………………………………… 507千円
・施設一体型小中一貫校（豊葉の杜学園）の開校………… 315,822千円
・学校の改築…………………………………………………… 918,184千円
④青少年育成
・青少年育成事業の充実と「家庭の日」の啓発………………… 1,251千円
⑤人権尊重
・人権尊重都市品川宣言20周年記念事業 …………………… 17,004千円

未来を創る　子育て・教育都市 みんなで築く　健康・福祉都市

暮らしを守る　安全・安心都市次代につなぐ　環境都市

児童センターでのサロンの様子

特別養護老人ホームの様子

百反歩道橋のイメージ図

小学生のアイデアを取り入れた公園

至区役所

至大崎駅
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　いまだ先行きが不透明な経済情勢など、区政を取り巻く環境は厳し
いことから、行財政改革の取り組みはなお一層強く進めていくことが
重要です。さらに、長期基本計画の中間見直しをする上で、計画の後
期5カ年をどのように進めるか、様々な角度で検証する必要があります。
　跡地等も含めた区有施設の有効活用は重要な視点で、公共施設有効
活用プランの考えのもと、施設の改修等に合わせて用途転用や複合化
などを図るほか、旧第一日野小学校跡地などのように、民間に一定期
間貸し付けを行い、税外収入も得ながら新たな活用を検討すると
いった、資産としての考えも合わせながら活用を進めます。
　日曜開庁は、開始以来多くの方にご利用いただき、24年に来
庁者が10万人を超え、サービスの向上に寄与してきました。
今後も、区民の利便性向上と窓口サービスのさらなる充実の
ため、窓口業務の新たな課題についても検討していきます。

　区民の方々と直接意見交換を行うタウンミーティングですが、25年
度は公募方式とテーマを設定し関係した方々と行うテーマ別方式の二
種類を実施し、多様な意見交換を行い区政にいかしていきます。
　協働の推進についてですが、区民のライフスタイルの変化や価値観
の多様化が進む中、町会・自治会の活動をはじめ、NPOやボランティ
ア団体の自主的活動、企業などによる社会貢献活動の高まりなどが品

川区の大きな力となっています。このような力をもとにした、協
働による区政運営により、私たちのまち・品川を区民と区が一
体となり、作り、支えていけるよう努めます。
　また、都区のあり方については、平成12年の都区制度改革
の考えのもと、本来あるべき都区関係を確立し、事務配分の
見直しや財政調整の面で23区の自立性、自主性を高めてい
く取り組みを進展させることが重要と考えます。

一般会計の歳出を　　　にたとえると…　　に
民生費 470円 教育費 93円

議会費 7円

予備費 2円

産業
経済費 21円公債費 25円衛生費 81円

◎保育待機児童対策
◎特別養護老人ホームなどの整備
◎生活保護費　        　　　　  など

保育園運営、高齢者や障害のあ
る方など福祉の充実のために

◎各種がん検診、予防接種
◎ごみ収集、資源リサイクル
◎温暖化対策事業　　　　　　 など

保健衛生や環境対策のために

総務費 135円

◎文化・スポーツ活動施設の運営
◎品川区民芸術祭
◎町会・自治会等向け情報発信システムの配備

など

文化芸術・スポーツ、防災や生
活安全のために

◎学校・公園・社会福祉施設整備費
などの償還

など

公共施設の整備などを目的に借
り入れたお金を返すために

◎小中一貫教育の推進
◎小中学校維持管理費
◎小中学校の改築　　　　　  など

小中学校教育や図書館などの運
営のために

◎プレミアム付き商品券の発行
◎中小企業事業資金融資あっせん
◎若者向け就業支援　　　　　 など

商工業の活性化のために

土木費 166円

◎都市計画道路整備
◎旧荏原平塚中学校跡地多目的広場整備
◎住宅・建築物耐震化支援　　  など

道路・公園・住宅などのまちづ
くりのために

区議会の運営のために

厳しい社会情勢においても、これまで培ってきた財政力を活用し、必要な施策を着実に実現していきます
区政運営の基本姿勢

当 初 予 算 の 概 要
　25年度予算は、最重点施策である防災対策の強化、緊急課題への継続した取り組みと長期
基本計画の着実な実現を主眼に編成をしました。昨年実施した事務事業評価の結果も踏まえ、
マイバッグ運動事業や生活保護の法外援護事業、衛生検査事業など127事業の見直し等によ
り1億2,000万円余の削減を行いました。また、業務執行体制の見直しなどを進め、職員定数
を11人削減し、人件費などの義務的経費の抑制にも努め、25年度一般会計予算は1,331億5,000
万円余とし、24年度との比較では約5億6,000万円、0.4％のプラスとなり、最重点施策である
防災対策の強化には42億円を充当しました。

後期高齢者医療特別会計
72億4,984万4千円（2.4％増）

介護保険特別会計
211億3,774万5千円（6.7％増）

一般会計
1,331億5,438万5千円（0.4％増）

国民健康保険事業会計
378億8,780万6千円（0.5％増）

25年度当初予算案の財政規模（前年度比）

金額（千円）構成比（％）

C

消費的経費 49,459,449 37.1
物件費 24,575,240 18.4 物品購入、業務委託など
補助費等 8,904,554 6.7 各種助成金や負担金など
積立金 2,962,165 2.2 基金としての資金積み立て
繰出金 11,449,422 8.6 国民健康保険、介護保険など特別会計を支える経費
その他 1,568,068 1.2

金額（千円）構成比（％）

A

義務的経費 58,708,033 44.1
人件費 25,449,669 19.1 職員の給与・退職金、議員の報酬など
扶助費 29,944,185 22.5 生活保護費、高齢者や障害者への手当、医療費助成など
公債費 3,314,179 2.5 区債の償還金

B 投資的経費 24,986,903 18.8 道路・公園・施設の整備や用地取得など

一般会計歳出総額を人件費や物件費などの性質別に分類すると次のようになります

合計（A＋B＋C）＝133,154,385千円

一般会計
歳入
1,331億

5,438万5千円

一般会計
歳出
1,331億

5,438万5千円

特別区税　386億5,450万円

特別区交付金　340億円
国庫支出金　217億2,004万円

都支出金　89億387万円

繰入金　73億1,411万2千円

地方消費税交付金　54億円

諸収入　48億2,609万3千円

使用料及び手数料　43億6,819万5千円
分担金及び負担金　26億67万2千円 繰越金　24億円

その他　29億6,690万3千円

民生費　625億9,026万1千円

土木費　221億2,330万6千円
総務費　179億6,558万4千円

教育費
123億5,773万9千円

衛生費
108億1,764万6千円

公債費
33億1,417万9千円

予備費　3億円
議会費　9億529万5千円
産業経済費　27億8,037万5千円



●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5～7ページです
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※重病の方は119番をご利用ください。

精神家族講演会

日3月30日㈯午後2時30分～4時
内精神症状と薬
講師／八木剛平（精神科医師）
人精神障害者の家族、関係者50人（先着）
場申電話で荏原保健センター（荏原2－
9－6☎3788－7016）へ

二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健センター
（北品川3－11－22）

5/19
㈰

9:30～12:30
13:30～16:30

荏原保健センター
（荏原2－9－6）

5/11
㈯

9:30～12:30
13:30～16:30

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4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・
Eメールアドレス、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

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）

3月17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）

3月17日㈰

　　　柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
　　　紅林歯科医院 西大井 4 －23－15 ☎3771－4062
　　　北村歯科クリニック 旗の台 1 － 8 － 1 ☎3781－8090
　　　行方接骨院 八　潮 5 － 2 － 2 ☎3799－5809
　　　工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

3月20日㈷

　　　林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
　　　北村歯科医院 西大井 5 － 3 － 4 ☎3772－1914
　　　西連寺歯科医院 旗の台 3 －14－ 9 ☎3781－1412
　　　成進整骨院 大　井 3 － 2 － 2 ☎3775－3166
　　　小山接骨院 戸　越 5 －10－ 7 ☎3782－7568

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

3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

小

内 小

薬
薬

小内

歯

骨

歯

小

骨

内

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

お子さんの急な病気に困ったら
小児救急電話相談　☎＃8000　 IP電話などは　☎5285－8898
月～金曜日　午後5時～午後10時　 土・日曜日、祝日　午前9時～午後5時 

医療機関の24時間案内
●東京都保健医療情報センター（ひまわり）　☎5272－0303 ●品川消防署　☎3474－0119
●救急相談センター　　　　　　☎＃7119 ●大井消防署　☎3765－0119

　　IP電話などは　☎3212－2323 ●荏原消防署　☎3786－0119

眼科救急の応急診療
曜日 診療機関 電話番号

日・月・水
土・祝日

東邦大学医療センター大森病院
（大田区大森西6－11－1） 3762－4151

日・火・金
土・祝日

昭和大学病院附属東病院
（西中延2－14－19） 3784－8383

木 荏原病院
（大田区東雪谷4－5－10） 5734－8000

※緊急手術や重症患者対応時は、診療をお待ちいただくか、
他院を紹介する場合があります。

日曜日、祝日＝
　午前9時～翌日午前8時
月～金曜日＝
　午後5時～翌日午前8時
土曜日＝
　正午～翌日午前8時

診療時間
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月に1回、手作りの食事を楽しみながら交流しましょう。講話やミニ体
操などもあります。

日時 会場
①第2金曜日午前11時30分～午後1時 南品川シルバーセンター（南品川5－10－3）
②第4金曜日正午～午後1時30分 東品川シルバーセンター（東品川3－32－10）
③第3火曜日午前11時30分～午後1時 大井林町高齢者複合施設（東大井4－9－1）
日4～9月（全6回）
人会場への往復ができる65歳以上の方①20人②③各15人（抽選）
￥各2,400円（昼食代）
申3月27日㈬までに、電話で高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742
－6733へ

皆で料理を作り、健康な食生活について学びます。
教室名 日時 会場 費用 申込先

①
北品川
教室

4月6日～9月28日の
土曜日 午前10時30
分～午後2時（全12
回）

北品川わくわ
くクッキング
教室（北品川
1－23－10）

1回
500円

ライフケアーサービスセ
ンター☎3471－3883
（月～土曜日午前9時～午
後5時）

②
大井
教室

4月18日～6月20日の
木曜日 午前10時～
11時30分（全10回）
※調理実習のときは午後1時まで

東大井地域密
着型多機能
ホーム（東大
井5－8－12）

2,000円
（材料費別）

みんなの食育☎6674－
1803（火曜日を除く午前
10時～午後5時）

③
荏原
教室

4月11日～6月20日の木
曜日 午前10時～正午
（全10回）※5/2を除く

荏原文化セン
ター（中延1
－9－15）

2,000円
（材料費別）

長寿社会文化協会
☎5405－1501（月～金
曜日午前10時～午後5時）

④
八潮
教室

4月16日～6月18日の
火曜日 午前10時～
午後0時30分（全10
回）

八潮区民集会
所（八潮5－
10－27）

2,000円
（材料費別）

品川栄養士会☎070－
6657－6875（月～金曜
日午前10時～午後5時）

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
①②各10人程度③④各16人（先着）
申3月29日㈮までに、本人が電話で各申込先へ
問高齢者いきがい課☎5742－6733

会場 時間
①特別養護老人ホームロイヤルサニー（西大井2－4－4）
※施設使用料3,000円が必要です 午前10時～11時30分

②鈴ヶ森公園（南大井4－18）
※雨天時は南大井シルバーセンター（南大井3－7－13） 午後2時～3時30分

③京陽公園（平塚2－12）
※雨天時は平塚シルバーセンター（平塚2－10－20） 午前10時30分～正午

④北浜公園（北品川2－28－12）
※雨天時は福栄会（東品川3－1－8）内 午前10時30分～正午

日4月～26年3月の①～③第2・4金曜日④第1・3木曜日（全24回）
内健康遊具を使用したつまずかない運動など、四つの基本運動
人区内在住で、おおむね65歳以上の方若干名（先着）
申3月22日㈮までに、電話で①は春光福祉会☎5743－6111②③は高齢
者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733④は東品川在宅サービス
センター☎5479－2946へ
問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

　食事処
どころ

「南品川・東品川・大井林町」へ出かけてみませんか

日5月11日～6月22日の土曜日　午後1時～3時（全6回）
※5月25日を除く。
※第1・3土曜日は午後1時30分から。
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内医師・看護師による健康チェックのもとでの水泳教室、専門医と保護者
との個人面談
人区内在住の5歳～小学6年生のぜん息児50人（選考）
申4月9日㈫（必着）までに、はがきで参加者の住所・氏名・生年月日・電
話番号を健康課公害補償係（〠140－8715品川区役所☎5742－6747）へ
※後日、主治医意見書用紙などを送付します。

ぜん息児水泳教室

　わくわくクッキング参加者募集

　いきいき「うんどう教室」参加者募集
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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5ページです

（6）

お知らせ
区民相談室「専門相談」の申
込方法が変わります
4月の相談から、専門相談（法律相談、
税金相談、不動産取引相談、司法書士
相談、行政書士相談、社会保険労務士
相談、人権身の上相談）の申し込みが
事前予約制となります。
予約方法／相談日1週間前の午前9時か
ら電話で、区役所代表番号☎3777－
1111から申し込み（先着）
※詳しくはお問い合わせください。
場問広報広聴課区民相談室（第三庁舎3
階☎3777－2000）

子どもすこやか医療費助成
病気やケガなどで医療機関に受診した
場合、健康保険診療の医療費自己負担
分を区が助成します。医療証をお持ち
でない方は申請してください。
人区内在住で15歳まで（中学3年生以
下）のお子さん
※申請した日から助成が受けられます。
申お子さんと保護者の健康保険証と印
鑑を持って青少年育成課へ
●有効期限が25年3月31日の乳幼児医
療証か子ども医療証をお持ちの方へ
①4月から小学生になる「乳幼児医療証」
をお持ちのお子さんには、4月1日から
有効の「子ども医療証」を3月下旬に郵
送します。
②中学3年生（15歳）の有資格は3月31
日で終了します。
－－－－－－－－　共　　通　－－－－－－－－
問青少年育成課手当・医療助成係
（本庁舎7階☎5742－6721）

高齢者と介護者のための料理
教室
日3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）
内若さを保つ食事
持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
人20人（先着）　
￥600円
申3月21日㈭までに、電話で荏原特別
養護老人ホーム☎5750－2941へ

児童手当を受給している方は
ご注意ください
現在、児童手当を受給している方で、次
にあてはまる場合は手続きが必要です。
①公務員を退職する方、独立行政法人
や団体などに出向して公務員でなくな
る方
引き続き児童手当の受給を希望する場
合は、新たに品川区に申請が必要です。
※引き続き受給するには、退職・出向
した月の申請が必要です。月末に退職
する方は退職日の翌日から15日以内に
申請すると退職月の翌月分から支給さ
れます。
②公務員になる方
勤務先に申請してください。独立行政
法人や団体などに出向していた方が再
び公務員になる場合も4月末日までに申
請が必要です。
※詳しくはお問い合わせください。
問青少年育成課手当・医療助成係
（本庁舎7階☎5742－6721）

武蔵小山創業支援センター
入居者募集
商業・サービス業の創業希望者や創業3
年未満の事業者の育成を目的としたイ
ンキュベーション施設です。
所在地／小山3－27－5

募集対象 専有面積 月額使用料
①チャレンジショップ
101号室 11.85㎡ 33,000円

②チャレンジショップ
103号室 17.04㎡ 48,000円

③インキュベーションオ
フィス603号室 9.75㎡ 39,000円

※保証金（月額使用料の3カ月分）が必要
です。　※部屋ごとに水道なし。火気厳禁。

入居期間／①②1年※状況により2度更
新可。③2年※状況により1度更新可。
応募資格／サービス業か小売業で6カ月
以内に創業予定か創業3年未満の中小企
業者で、成長意欲の高い方　他
申込期限／①②5月17日㈮③3月31日㈰
（必着）
※要件や申し込み方法など詳しくは、
区ホームページをご覧いただくか同セ
ンター☎5749－4540へお問い合わせ
ください。　※内覧希望の方は、事前
に同センターへ予約してください。
問ものづくり・経営支援課
☎5498－6352

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日程度で工事
を担当する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。
○家具転倒防止器具取り付け業者の紹介
住まいの施工業者の紹介と同様に品川
区住宅センター協議会を通じての紹介
になります。担当する業者から連絡を
差し上げるまでに1・2週間程度かかり
ます。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

「いきいきカラオケ広場」
登録グループ募集
登録期間／4月1日～26年3月31日
場①カラオケルーム歌広場
目黒・大森店＝月～日曜日、祝日
五反田店＝月～金曜日（祝日を除く）
②カラオケルームコートダジュール
大井町駅前・大森・目黒西口店＝月～
日曜日、祝日
内①室料半額（ソフトドリンク付き）
※土・日・祝日は3割引。
②会員登録料無料、室料月～金曜日3割
引、土・日・祝日2割引、フリータイム
5％割引（30分単位）
※ワンドリンクオーダー必要。※室料
は、会場・時間帯によって異なります。
※飲食料金は自己負担。
人区内在住の60歳以上で構成された5
人以上のグループ
申高齢者いきがい課で配布する申込書
を同課いきいき事業係（〠140－8715
品川区役所本庁舎3階☎5742－6733）
へ郵送か持参
※受付後、登録カードを窓口で渡します。

「早川ファンクラブ」新会員募集
品川区と「ふるさと交流」を行っている、
山梨県早川町の大自然の中で地元の祭
りに参加し、交流を楽しみませんか。
内年3回程度、早川町の祭り（山菜祭り、
紅葉とそば祭りなど）参加、ハイキング、
温泉巡りなど、会員の企画により実施
人早川町の自然、文化に興味のある区
内在住か在勤の方30人程度（抽選）

￥年1,000円　※実費負担あり。
申3月29日㈮（必着）までに、はがき
かFAXに「ファンクラブ」とし、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☎
5742－6856 Fax5742－6877）へ

レディース硬式テニス大会
日4月19日㈮午前9時から
場しながわ区民公園（勝島3－2）
内ダブルストーナメント戦
人区内在住か在勤の方、連盟登録者
40チーム（先着）
￥1組3,000円、連盟登録者2,500円
主催／品川区テニス連盟
申4月7日㈰までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（3月18日㈪を除く）

障害者スポーツフリー利用
会場 曜日 費用（保険料）

総合体育館 第2土曜日（全12回） 360円

戸越体育館 第4土曜日（全11回）
※8月を除く 330円

日4月～26年3月
午前9時30分～11時30分
内軽スポーツなど
人自分で身の回りのことができ、会場
まで通える小学3年生以上の方
参初回に、費用を持って会場へ

点字講習会
点訳技術を身につけ、点訳ボランティ
アを始めませんか。
日4月25日～7月18日の木曜日
午後6時30分～8時30分（全13回）
人区内在住か在勤の方20人（抽選）
￥1,800円程度（点字器具・テキスト代）
場申4月15日㈪（必着）までに、往復
はがきで講習会名、住所、氏名、生年
月日、電話番号、在勤の方は勤務先の
名称・所在地を心身障害者福祉会館（〠
142－0064旗 の 台5－2－2☎5750－
4996）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/

●理美容
利用者の散髪をします。道具はお
おむねあります。
日相談により
場中延特別養護老人ホーム（中延6）
●話し相手、コップ洗い
利用者の話し相手とコップ洗いを
します。
日月～土曜日で都合の良い時間
場大崎在宅サービスセンター
（北品川1）
●午後レクボランティア
午後のレクリエーションの時間に
音楽や一芸などを披露します。
日月～土曜日午後2時～3時
場サンケア戸越銀座（平塚1）

●デイサービス補助
昼食の手伝いをしながら、認知症
の方の話し相手をします。
日月・土曜日午前11時30分～午後
1時30分か午前11時～午後3時30分
場月見橋の家（南大井3）
●演芸披露
手品や歌、演芸などを披露します。
日不定期　午後2時～3時
場なごやか大井（南大井3）
●食事の配膳・下膳の手伝い
デイサービスの昼食の配膳・下膳
をします。
日月～土曜日午前11時30分～午後
0時30分
場西大井在宅サービスセンター（西大井2）

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

■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。

スポーツ

講座・講演

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区内在住
のおおむね60歳以上の方に、区の指定するボラン
ティア活動1回につき、1ポイント（年間50ポイン
ト上限）を付与します。ためたポイントは区内共

通商品券への交換か福祉施設などに寄付もできま
す。事前にボランティアセンターなどで申し込み
が必要です。
※詳しくはお問い合わせください。

品川区地域貢献ポイント事業
品川ボランティアセンター☎5718－7172
高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

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3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

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

ポ
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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

区民プロデュース型講座・講演
会を開催する団体を募集します
区民を対象にした講座や講演会を、企
画し開催していただきます。
テーマ／地域社会、文化芸術・スポーツ
の振興、青少年育成・支援、家庭教育の
振興や若者支援、高齢社会、人権啓発・
男女共同参画、平和・環境問題など
※昼間開催する場合や家庭教育の支援関連
の講座は幼児の保育を行っていただきます。
内6月24日～26年3月20日に、
①講座は1回2時間で5～10回開催
（委託料10万～20万円）
②講演会は2時間で1・2回開催
（委託料1万～6万円）
人社会教育関係団体に登録して1年以上
経過し、10人以上の会員で構成する団
体①講座6団体②講演会4団体（選考）
※受講者が、①講座は30人以上、②講
演会は70～100人を見込めること。
申請書配布場所／文化スポーツ振興課、
文化センター、こみゅにてぃぷらざ八
潮（八潮5－9－11） ※区ホームページ
からダウンロードもできます。
申4月19日㈮までに、申請書を文化ス
ポーツ振興課へ持参
※自主グループ講師派遣と重複不可。

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やさしい動作で体幹を鍛える
はじめてのピラティス
日4月15日～6月24日の月曜日
午後1時～2時30分（全8回）
人18人（先着）　￥10,400円
②スペイン語入門
日4月12日～6月21日の金曜日
午前10時30分～正午（全10回）

人初めてスペイン語を学ぶ方10人（先着）
￥22,000円（テキスト代別）
③バードカービング
日4月7日～6月16日の日曜日
午前10時～正午（全8回）
人16人（先着）　
￥14,400円（教材費別）
④春の京野菜で作るおばんざい
日4月20日㈯午後1時～4時
人24人（先着）　￥2,500円（材料費別）
－－－－－－－－　共　　通　－－－－－－－－
場①～③メイプルセンター（西大井駅
前）、④きゅりあん（大井町駅前）
申電話で同センター☎3774－5050へ

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

3/25
㈪

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）

3/27
㈬

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3月22日㈮までに、電話で消費者セ
ンター☎5718－7181へ

品川＆早川ふるさと交流
新緑の森トレッキングプラン
ガイドと一緒に、新緑の森を歩いてみ
ませんか。
日4月24日㈬～26日㈮・29日㈷～5月1
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

子ども読書の日フェア～人形
劇「まんまるぱんのおはなし」
日4月27日㈯
①午前11時～正午②午後2時～3時
場荏原文化センター（中延1－9－15）
出演／人形劇団「こぱん」
人3歳以上のお子さんと保護者各135人
（抽選）
申3月25日㈪（必着）までに、往復は
がき（5人まで）に「人形劇」とし、希
望番号、参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号を品川図書館（〠140－0001
北品川2－32－3☎3471－4667）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

品川＆早川ふるさと交流
田植え体験とマス釣り
地元の小学生と田植えを行い、マス釣
りやバーベキューを楽しみます。
日5月11日㈯午前7時30分～12日㈰午
後5時30分（区役所集合・解散、1泊2日、
往復バス）
宿泊／町営ヘルシー美里（温泉）
人区内在住か在勤の方41人（抽選）
※小学生以下は保護者同伴。
￥10,000円、小学生以下6,000円
（交通費、宿泊費など）
申3月22日㈮（必着）までに、はがき
かFAXに「田植え体験」とし、参加者
全員の住所・氏名・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☎5742－6856 
Fax5742－6877）へ

第2回メイプルメイツ発表会
日3月23日㈯午前11時～午後6時
内カルチャー講座受講生のダンス・演
奏・歌・朗読などの発表
場・観覧方法／当日、きゅりあん（大
井町駅前）へ
問メイプルセンター☎3774－5050

品川清掃工場見学会
日3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3月21日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

第201回日曜コンサート
日3月17日㈰午後1時30分～3時
曲目／モーツァルト作曲「トルコ行進
曲付きソナタＫ.331イ長調」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－
3階レクホ－ル（西品川1－28－3☎
3787－3041）へ

催　し ★

★

講座・講演

税

●24年分所得税・贈与税の申告
と納付の期限は3月15日㈮です

●24年分個人事業者の消費税・
地方消費税の申告と納付の期
限は、4月1日㈪です

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/

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

バスケット
ボール

4/ 7㈰・13㈯・14㈰
20㈯・21㈰・27㈯

総合体育館
戸越体育館 3/21㈭ 1チーム

3,000円
○一般男子・女子
※代表者会議は3/27㈬午後7時から総合体育館

ソフト
テニス

4/14㈰
28㈰

有明テニスの森
（江東区有明2－2－22）
しながわ区民公園
（勝島3－2）

3/29㈮

一般・壮年1ペア
800円

中学・高校1ペア
500円

4/14○高校男子・女子、一般男子・女子、壮年男子・女子（45歳以上）　（有
明テニスの森）
4/28○中学男子・女子（しながわ区民公園）
※予備日5/26㈰しながわ区民公園 　

硬式テニス 4/14㈰
28㈰

大井ふ頭中央海浜
公園（八潮4－1）　

他
3/27㈬ 1ペア880円

4/14○男子：一般の部、壮年の部（50歳以上）　4/28○女子：一般の部、壮
年の部（50歳以上）　※5/12㈰男子・女子準決勝・決勝（しながわ区民公園）
※予備日5/6㉁しながわ区民公園

空手道 4/14㈰ 総合体育館 3/30㈯ 500円
小中高生300円

○組手の部（一般男子5級以上）○型の部（1部・2部）○鍛眼法の部（1部・
2部）　※組手の部は、連盟登録者・スポーツ保険加入者のみ

卓球 4/21㈰ 戸越体育館 4/2㈫ 500円
中高生300円

○一般男子・女子○壮年男子A・女子A（45歳以上）○壮年男子B・女子B（60
歳以上）○中学男子・女子○高校男子・女子　○初級の部（男女の区分なし）

第63回 品川区民スポーツ大会（春季）
申各申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ（3月18日㈪を除く）
※年齢は、ソフトテニス・硬式テニスは大会当日、卓球は26年4月1日現在。 
※ソフトテニスはダブルストーナメント戦、硬式テニスはダブルストーナメント戦・
6ゲーム先取、卓球はシングルストーナメント戦。

場豊葉の杜学園温水プール（二葉1－3－40）
￥表の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3月21日㈭までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢（新学年）、性別、電話番号、幼稚園・保育園・学校
名、保護者名、泳力（クロールで何ｍ）をスポーツ協会へ（抽選）
※幼児と学校在籍者以外の方には後日、健康診断などの結果票を
確認させていただきます。

5～10月 教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 参加費 募集人数
女性水泳教室 HK 16～65歳 水 9:30～11:00

各
8

各
4,800

20人

ゆうゆう健康水泳教室 HU 水中運動 50歳以上 木 11:30～13:00 30人競泳指導
アクアマスターズ HX 16～65歳 水 19:30～21:00 19 12,350 25人
アクアジョイ HQ 金 17 10,200 20人
土曜日児童水泳教室 HT 5歳～小学生

第2・4
土

9:30～11:00
各
8

4,000 50人

土曜日親子水泳教室 HV 4歳～小学2年生と
保護者（2人1組） 11:30～13:00 8,800 20組

平日児童水泳教室
HC2 5歳～小学2年生

水
15:30～16:30

各
19

各
8,550

各
100人HC3 小学1～3年生 16:30～17:30

HC4 5歳～中学生 17:30～18:30



● シルバー大学
● 3つの計画を策定しました
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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。

3月26日は「非核平和都市品川宣言」3月26日は「非核平和都市品川宣言」
制定日です制定日です
区では、核兵器廃絶と恒久平和確立の願いを込め、昭和60年3月
26日に「非核平和都市品川宣言」を制定しました。これを記念して、
広島・長崎平和使節派遣の成果発表資料や被爆当時の写真などの展
示をします。この機会に、あらためて戦争の悲惨さや平和について考えてみませんか。
日3月13日㈬～27日㈬　場本庁舎・第二庁舎3階連絡通路　
問総務課平和担当☎5742ー6625

シンボルマーク

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。

品川区民憲章制定30周年記念品川区民憲章制定30周年記念

しながわ子どもしながわ子ども未来フェスタ未来フェスタ
問子育て支援課在宅子育て支援係☎5742－6720

乳幼児親子から中高生までが楽しめる児童センター合同イベ
ントです。6つのステーションが皆さんをお待ちしています。

日3月20日㈷
　午前10時30分～午後4時30分
場きゅりあん（大井町駅前）

①パフォーマンスステーション　
和太鼓・民舞発表、乳幼児親子
向けステージ、バンド・ダンス・
ミュージカル発表
②わくわくステーション　
おもちゃの電車・音楽・人形冒険
あそび、立体童話など

③食育ステーション　
キャラ弁講座（事前募集済み）、食育
ゲーム、ジュース作りと試飲など
④ふれあいステーション　
ご近所マップ、赤ちゃんとのふれ
あい事業の体験・展示など
⑤ＳＡＴステーション　
スラックライン・アクロバット体
験、体力測定など
⑥あそたのステーション　
ダンボールの家作り、カフェ、ポ
イントラリーなど

　東日本大震災の教訓や地域防災計画の修正内容を反映させて「わ
が家の防災ハンドブック」を改訂しました。
　一人ひとりが震災への備えと、いざという時に適切な行動がで
きるよう手にとってご確認ください。
　このハンドブックは、3月中旬より各ご家庭に順次お届けします。
問防災課普及係☎5742－6696

「わが家の防災ハンドブック」
各ご家庭に配布します

ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（2月28日現在）245,187,271円

2月28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

●飼育係からの挑戦状～春篇
へ ん

～
多目的ホールを「魚類」「爬

は

虫類」｢海
か い せ い

棲哺乳類」
｢鳥類｣に4つのゾーンに分けて問題を出します。
挑戦状の第三弾！誰もが知っている簡単な問題
から飼育員並みの知識が必要な難題まで、思う
存分楽しんでください。
日3月16日㈯～4月7日㈰
●クリオネとナメダンゴ親子も
同時展示！

日5月6日㉁まで

開館時間／10:00～17:00（入館は16:30まで）
休館日／火曜日　※3/19・26、4/2は開館。
入館料／1,300円（800円）、65歳以上
1,200円（700円）、小・中学生600円（400
円）、4歳～就学前300円（200円）
※区内在住の方は、住所（65歳以上の方
は年齢も）確認できるものを各自提示す
ると（　）の金額になります。
場問同館（勝島3－2－1しながわ区民公園内
☎3762－3433HP www.aquarium.gr.jp/）

しながわ水族館「春の特別展示」しながわ水族館「春の特別展示」

会館の紹介を兼ねて様々なイベ
ントを行います。ぜひお越しく
ださい。

3月24日㈰午後1時～3時
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内●ひらつかホール／合唱、管
楽器アンサンブル、お遊戯など
の発表　●アリーナ／小学生に

よるゆりーとダンスの発表など
●展示室／品川区民憲章30周年
写真展、しながわ百景絵画（一
部）展示　●広場／「近隣町会イ
ベント」焼きそば・豚汁無料配
布（なくなり次第終了）　※町会
みこし渡御もあります。
問文化スポーツ振興課
文化振興係☎5742－6836

スクエアスクエア荏原荏原（荏原平塚総荏原平塚総
合区民会館合区民会館）

開館記念イベント　内覧会開館記念イベント　内覧会
スクエアスクエア荏原荏原（（荏原平塚総荏原平塚総

合区民会館合区民会館））
開館記念イベント　内覧会開館記念イベント　内覧会
スクエア荏原（荏原平塚総

合区民会館）
開館記念イベント　内覧会


