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●組織の再編により、窓口が変わります
事務の内容 変更前 変更後

戸籍住民課
戸籍住民課
住民票係（統合）外国人住民の登録など

に関すること
外国人住民
記録担当　

庶務課 子育て支援課（第二庁舎7階）
すまいるスクールの運
営に関すること

すまいる
スクール担当 すまいるスクール担当

生活衛生課　 生活衛生課
医薬環境衛生担当
（統合）

医事・薬事に関すること 医薬担当
環境衛生に関すること 環境衛生担当

防災課 都市計画課（本庁舎6階）
密集市街地の整備、不
燃化促進などに関する
こと　

防災整備担当 木密整備担当
（名称変更）

建築物の耐震化経費の
助成、耐震相談に関す
ること

耐震化
促進担当 耐震化促進担当

4月から区の組織が一部変わります 問企画財政課☎5742－6607

新たな行政課題への対応や、より良いサービスを提供できるよ
うに組織の体制を見直しました。変更点をお知らせします。

●防災課の体制を強化します
  　　　地域連携係：地域の防災区民組織や民間事業者などと
連携し、防災対策を進めます。
　      普及係      啓発・支援係（名称変更）
　   　防災担当      防災安全担当（名称変更）

●新たな係を設置します
  長期計画担当（企画財政課）：長期基本計画の中間見直しを
行います。
  制度改革・待機児童対策担当（保育課）：子ども・子育て制
度改革に伴う体制の整備、待機児童対策を進めます。
  指導担当（高齢者福祉課）：社会福祉法人の認可、指導検査
などを行います。

●係を廃止します
  マスタープラン担当（都市計画課）：品川区まちづくりマスター
プラン策定完了のため廃止します。

旧
旧

3月31日の
区役所
日曜開庁は
休業します

月末のシステム
保守のため、区
役所の日曜開庁
は休業します。
大井町・武蔵小
山行政サービス
コーナーは開庁
します。
問戸籍住民課
☎5742－6657

　品川シルバー大学は、楽しい学びの場として、多くの高齢者の参加をいただき、今年で21年目を迎
えます。この間、延べ19,000人を超える方が修了しました。また24年度は、文化センターやこみゅにてぃ
ぷらざ八潮など20施設で63講座を実施し、1,451人の方が学びました。
　3年間にわたって学習を深めていく「ふれあいアカデミー」と、趣味や実技を全10回で学ぶ「うるお
い塾」があり、どちらも区内在住で60歳以上の方が参加できます。
　皆さんの豊かな学びを、今年も応援します。
　　　　　　文化スポーツ振興課生涯学習係（第二庁舎6階☎5742－6837）

品川シルバー大学

● 講座や会場の案内などを掲載し
た「入学案内」は文化スポーツ
振興課、地域センター、文化セ
ンター、シルバーセンターなど
で配布しています

　仲間とふれあいながら、1年目の
「ふれあいコース」は様々なテーマを
学び、2・3年目の「いきいきコース」
では、現代社会・健康・文化・歴史
などの科目を選択して学びます。ま
た、学生委員会や班活動、見学会な
どを通して学生間の交流を深めます。

  ふれあいコースを募集します。
  詳しくは8ページをご覧ください。

ふれあいアカデミーふれあいアカデミー

　同じ趣味を楽しむ仲間を作りたい
方のための入門的な講座です。文化
センターをはじめとする様々な会場
で10回連続の講座を、春と秋に27教
室ずつ開催しています。

    春期コースを募集します。詳しく
  は8ページをご覧ください。

うるおい塾うるおい塾

楽しく
学ぼう

問い合わせ

24年度入学式記念講演会（加藤タキ氏）ふれあいコース（区長講義）

うるおい塾

修了パーティーでの発表

新設
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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://）

●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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情報館は2・3、6・7ページです情報館

ろば康ひ健

第5回品川区長杯こども将棋大会

初心者の方もご参加ください。
日5月12日㈰午前10時から（受付は午前9時30分から）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
対戦方法／段・級別リーグ戦
人中学生以下のお子さん
申4月19日㈮（必着）までに、往復はがきに「こども将棋大会」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話・FAX番号、棋力（段・級の自己申告）を文化スポーツ振興課
文化振興係へ

防犯ブザーを無償配布します

日4月8日㈪～5月31日㈮
人区内在住で、区立中学校以外に通学する新中学1年生のうち希望する方
申住所・氏名・年齢がわかるもの（保険証・生徒手帳など）を持って、学務課（第
二庁舎7階☎5742－6828）か地域センターへ

保育園・幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください

●園庭開放
　月～金＝ 東五反田保、西品川保、伊藤保（午前10時～正午）
　火＝伊藤幼（2日・9日除く）（午後2時～3時）
●身体測定
　10日㈬＝品川保（乳児）、南大井保（乳児）
●はじめましての会
　10日㈬＝八潮西保
●保育体験
　40園で実施（二葉つぼみ保育園を除く）

　4月に参加できる主な事業 ※保＝保育園、幼＝幼稚園

区立保育園・幼稚園では、保育体験や育児相談などを行っています。園児と一
緒に遊んだり、お話会など楽しいプログラムを用意しています。
人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）
※定員は実施園、実施内容により異なります。
申利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 希望の園へ
問実施園、保育課運営係☎5742－6724

 ※日程など詳しくは各園へお
問い合わせください。各園
のお問い合わせ先は区ホー
ムページでご覧ください。

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

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！

  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24日㈰
31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24日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
 きよみ歯科クリニック 西大井 6 － 4 －14 ☎3774－0071
 佐々木歯科医院 小　山 6 － 5 － 6 ☎3782－5705
 滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496
 綱井接骨院 小　山 6 － 2 － 9 ☎3781－9330

3月31日㈰

 佐川医院 南大井 4 － 8 －12 ☎3761－8580
 服部デンタルクリニック 南大井 6 －26－ 3 ☎5471－4622
 上村歯科医院 西中延 3 －11－ 7 ☎3787－6106
 清水接骨院 大　崎 2 － 6 －19 ☎3779－6183
 須藤柔道整復院 中　延 5 － 9 － 5 ☎3783－0526

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

3月23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

3月30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

※重病の方は119番をご利用ください。
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）　 ●救急相談センター
　☎5272－0303 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323 
●品川消防署　　　　 ●大井消防署　　　　●荏原消防署
　☎3474－0119　　　 ☎3765－0119　　　☎3786－0119　

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
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日日・月・水・土・祝日
診療機関／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
日日・火・金・土・祝日
診療機関／昭和大学病院附属東病院（西中延2－14－19）☎3784－8383
日木
診療機関／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

眼科応急診療

日4月17日㈬午後2時20分～4時
内助産師による母乳の話、体ほぐしの体
操、グループワーク
人おおむね生後1・2カ月児の母親10人
（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　
日3月30日㈯午後2時～3時
場西五反田在宅サービスセンター
（西五反田3－6－6）
内口

こう

腔
くう

ケアについての相談
人20人（先着）
申3月29日㈮までに、電話でさくら会西
五反田☎5434－7831へ

不登校・ひきこもりなど、お子さんの悩
みを話し合う教室です。
日4月8日㈪午後2時～4時
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

日4月9日㈫・23日㈫
午前10時～11時30分（全2回）
講師／渡邊暢子
（子育て支援研究センター元代表）　
人おおむね1歳6カ月～3歳のお子さんの
保護者15人（先着）
※託児あり（10人先着）。
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

母乳相談

お口の健康相談

子育て安心教室～イヤイヤ期の子育て

思春期家族教室

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） 2日㈫ 10日㈬ 12日㈮
うつ病あんしん相談 26日㈮ 10日㈬ 17日㈬
高齢期のこころの相談 23日㈫ 18日㈭ 8日㈪・24日㈬
児童思春期のこころの相談 3日㈬ 25日㈭ 25日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談 4月

がん検診など
　職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。
　検診の種類によって日時などが異なります。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、
健康課へお問い合わせください。
乳がん検診（予約制・受診券有り）…34歳以上（偶数年齢時） 各医師会、契約医療機関、検診車
子宮がん検診（受診券有り）…20歳以上（偶数年齢時）

契約医療機関
大腸がん検診…40歳以上
喉頭がん検診…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上
胃がんリスク検診…50・55・60・65・70・75歳
胃がん検診（予約制）…40歳以上

各医師会
肺がん検診（予約制）…40歳以上
成人歯科健診…40・45・50・55・60・65・70歳＊ 契約医療機関
障害者歯科健診…20～35歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡
結核検診（予約制）…65歳以上 契約医療機関

肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方 品川・荏原保健センター
契約医療機関

○ 乳がん検診は、現在希望者が多く翌々月以降の予約となることがあります。
健康課☎5742－6743　品川区医師会☎3474－5609　荏原医師会☎3783－5167
品川歯科医師会☎3492－2535　荏原歯科医師会☎3783－1878

一部有料

＊3月末まで受診可

問各センターへ



（3）

〈
広
告
〉

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）

狂犬病予防定期集合注射
狂犬病予防法で年1回、予防注射をする
ことが義務づけられています。定期集合
注射を区内19カ所の指定動物病院で実
施しますので、必ず受けさせてください。
日4月11日㈭～24日㈬
※実施期間・曜日・時間は、会場によっ
て異なりますので、ご確認ください。
※期間内に受けられない場合は、6月30
日㈰までに動物病院で注射を受け、生活
衛生課､ 保健センター､ 地域センターの
いずれかで注射済票の交付手続きをして
ください。 
※死亡などで犬がいない場合は、届け出
が必要です。
対象／生後91日以上の飼い犬
￥3,550円　
※実施期間以外は、注射料金が異なる場
合があります。
問生活衛生課（本庁舎7階☎5742－9132）

家内労働の委託をしている方へ
家内労働者への仕事（内職など）を委託
している事業主の方は、毎年4月1日現
在の家内労働者数について、「委託状況
届」を労働基準監督署に提出することが
義務付けられています。
提出期限／4月30日㈫　
※詳しくは、東京労働局賃金課家内労働
係☎3512－1614か最寄りの労働基準監
督署へお問い合わせください。
問ものづくり・経営支援課☎5498－6352

化学物質を使用している事業所
は報告が必要です
化学物質による公害を防ぐため、区では
東京都の環境確保条例で義務付けてい
る「適正管理化学物質使用量等報告書」
を4～6月に受け付けています。
対象／適正管理化学物質を、年間100kg
以上使用している工場・指定作業場
対象物質／パークレン、ジクロロメタン
（塩化メチレン）、トルエン、クロム、塩酸、
シアンなど58種類　
※同じ物質でも違う名称で呼ばれたり、
製品の成分の一つとして入っている場合
もあります。製造業者から製品安全デー
タシート（MSDS）を取り寄せてください。
※塗装工場やメッキ工場だけでなく、金
属加工工場やドライクリーニング店など
でも報告が必要です。
問環境課指導調査係☎5742－6751
東京都化学物質対策課☎5388－3503

おもちゃの病院・消費生活相談
3月30日㈯はお休みします
館内整理のためお休みします。
問消費者センター☎5718－7181

国民健康保険医療費を通知します
　品川区国民健康保険の加入者へ、7～
12月に医療機関・柔道整復師（接骨師）
で受診した際の医療費・施術費の月額を
お知らせします。医療機関などから請求
があった医療（施術）費のうち月額（10
割）が10,000円以上のものを対象とし、
請求が遅れている場合は除いています。
　この通知は皆さんの健康づくりに役立
てていただくために送っています。特に
手続きの必要はありません。
問国保医療年金課給付係
☎5742－6677

マンション管理士・一級建築士
を派遣します
内マンション管理士＝マンションの維持
管理や管理組合の運営についての相談
一級建築士＝マンションの大規模修繕
（原則耐震改修は除く）についての相談
※1回2時間程度。土・日曜日も可。
人区内にある分譲マンション管理組合
※1組合につき各3回まで。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

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3月29日㈮午前10時～午後3時
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
問シルバー人材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。

ひとり親家庭等休養ホーム事業
の利用限度が変わります
　4月1日より、年度内利用限度が宿泊1
泊、日帰り1回になります（宿泊を利用
せず日帰り2回利用可）。
　指定施設が変更になる場合があります
ので事前にお問い合わせください。
問子育て支援課児童家庭相談係
☎5742－6589

「品川区地球温暖化防止対策実行
計画（第三次）」を策定しました
「地球温暖化対策の推進に関する法律」
に基づき、区が一事業者として地球温暖
化防止に率先して取り組む「品川区地球
温暖化防止対策実行計画（第三次）」を
策定しました。
問・閲覧場所／環境課環境管理係（本
庁舎6階☎5742－6749）
※区ホームページからもご覧になれます。

スクエア荏原の利用受付
区民・区内団体の優先受付抽選を行います。
①ひらつかホール　26年4月利用分
日3月26日㈫午前9時から
②イベントホール全面使用、大・中会
議室、展示室　26年1月利用分
※展示室は6日間使用、一体で使用する
場合は第3小会議室含む。
日3月26日㈫午前9時から
③イベントホール区分使用、小会議室、
スタジオ、和室　25年10月利用分
日3月26日㈫午後1時から
───────共　　通───────
※受付は3階大会議室で行います。
※区民以外の方は、4月1日㈪から受け
付けます。
場問スクエア荏原
（荏原4－5－28☎5788－5321）

お知らせ

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

認知症を予防します！「いきいき脳の健康教室」～前期参加者募集～

週1回の教室で30分程度の簡単な読
み・書き・計算を、学習サポーター
と一緒に行います。自宅で毎日10分
程度の学習もあります。
日5～9月　午前9時30分～11時30分
（全20回）
※1人あたりの学習時間は30分程度。
人1人で教室へ通え、4月25日㈭午前
10時からの説明会に出席できる65歳
以上の方各20人程度（抽選）
￥月2,600円

シルバーパスのお知らせ
70歳以上で希望する方に、都内バス、都営
地下鉄、都電などを利用できるシルバーパ
ス（有効期限9月30日）を発行しています。
￥24年度の区民税が課税の方…… 20,510円
（4月1日以降発行分は10,255円）
24年度の区民税が非課税の方……… 1,000円
※24年度課税でも、合計所得金額が125万
円以下の方は1,000円。
問東京バス協会☎5308－6950申4月10日㈬までに、本人が電話で高齢者いきがい課☎5742

－6733へ

「広報しながわ」の21日
号では、店舗・会社などの
広告を掲載しています。

広報紙に広告を
   掲載しませんか

  問い合わせ 
広報広聴課☎5742－6644

次回は6月に募集します。

会場 曜日 開始日
荏原いきいき倶楽部（荏原6－2－8） 火 5月7日
いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11） 火 5月7日
品川第一区民集会所（北品川3－11－16） 水 5月8日
ゆたかシルバーセンター（豊町3－2－15） 木 5月9日
山中いきいき広場（大井3－7－19） 金 5月10日
こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11） 金 5月10日
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第二次品川区環境計画
環境課☎5742－6749

平塚橋会館跡特養ホーム等複合施設整備計画
高齢者福祉課☎5742－6738

品川区一般廃棄物処理基本計画（第3次）
品川区清掃事務所☎3490－7705

　区では、15年に策定した環境施策の総合的な基本計画となる「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見直しを行い、昨年12月から今年1月に実施したパブリック
コメントのご意見も参考に、25～34年度の10年間を計画期間とした「第二次品川
区環境計画」を策定しました。

　区では、20年2月に「品川区一般廃棄物処理基本計画（第2次）」を策定し、区独自の特色ある清掃
リサイクル事業を実施してきました。さらなる循環型社会を形成するため、昨年12月に今後の見通し
を織り込んだ基本計画（第3次）素案を公表し、区民の皆さんからご意見をいただきました。それを
参考にさらに内容を検討し、今回25～34年度の10年間を計画期間とした「品川区一般廃棄物処理基本
計画（第3次）」を策定しました。

●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「やすらぎとにぎわいが同居するまち」をめざすことが次世代に向けての私
たちの責務です。

●基本目標・共通目標と5つの重点プロジェクト
　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。また、それらを達成する上で、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。

●整備にあたっての基本的な考え方

 3つの計画を策定しましたので、お知らせします

●パブリックコメントでいただいた主なご意見と区の考え方
　3人の方から10件のご意見をいただきました。

主なご意見 区の考え方

品川区は火力発電は充実しているが、風力発電が不十分だ。
電力供給が困難となったときの代替手段として、海に面し
た八潮地区の土地を利用して、大規模風力発電の建設を検
討していただきたい。

本計画の策定にあたり、風力発電事業者へのヒアリングなどを実施し、区内にお
ける風力発電の推進も検討しましたが、「大型風力発電は、騒音などが懸念される」
「東京湾沿岸は風況がさほど優れておらず、事業採算性の面からも厳しい」など
の理由から当面は実施が困難であると判断しました。

すべての公共施設に太陽光発電を整備することは、災害時
の避難所となる点でも重要で、しっかりと進めて欲しい。

公共施設に関して、新規の施設については導入を推進していきます。既存の施
設に関しては、屋根の構造や耐久性などの課題を考慮して検討していきます。

集合住宅についても太陽光発電の整備を積極的に働きかけ
て欲しい。

区民・事業者に対して導入を促す一環として、集合住宅についても働きかけを行っ
ていきます。

地球温暖化対策として短期間でCO2排出量を下げる対策こ
そ明確に打ち出すべき。区民への啓発と国や事業者への発
信こそ区の責任である。区の姿勢・本気度を示すために、
本格的・基本的な取り組みをして欲しい。

地球温暖化対策は喫緊の課題であり、区民・事業者に対して、様々な働きかけ
や情報の発信などを行っていきます。また、22年に策定した品川区地球温暖化
対策地域推進計画で温暖化対策を推進しており、本計画記載の各種施策におい
ても、関係機関と連携しながら取り組んでいきます。

パブリックコメントに
ご意見をいただき

ありがとうございました

「第二次品川区環境計画」の全文、
お寄せいただいたご意見の概要
とご意見に対する区の考え方は、
環境課（本庁舎6階）、区政資料
コーナー（第三庁舎3階）、区ホー
ムページでご覧になれます。

パブリックコメントに
ご意見をいただき

ありがとうございました

「品川区一般廃棄物処理基
本計画（第3次）」の全文、
お寄せいただいたご意見の
概要とご意見に対する区の
考え方は、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）、区ホーム
ページでご覧になれます。

パブリックコメントに
ご意見をいただき

ありがとうございました

「平塚橋会館跡特養ホーム等複
合施設整備計画」の全文、お
寄せいただいたご意見の概要
とご意見に対する区の考え方
は、高齢者福祉課（本庁舎3階）、
区政資料コーナー（第三庁舎3
階）、区ホームページでご覧に
なれます。

基本目標

地球環境
持続可能な地域社会を

実現する

生活環境
健全でやすらぎのある
生活環境を実現する

自然環境
水とみどりがつなぐ
まちを実現する

快適環境
快適で豊かなまちを
みんなで伝え創り育てる

共通目標
環境教育・環境コミュニケー

ションを充実する

重点プロジェクト

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

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

　区民・事業者・区がそれぞれの役割と責任に応じてよ
り一層、ごみの発生抑制に努め、ごみの減量化と資源化
に取り組んでいくことが必要です。区は、この計画を着
実に推し進め、さらなる循環型社会の実現をめざします。

　基本理念を実現するため、次の4つの基本方針
を定めます。

●計画の基本理念
　「循環型都市しながわ」の実現

●主な取り組み
①発生抑制によるごみの減量につい
て、区民へは生ごみの水切りの励行
促進や必要な分だけの食品購入、事
業者へはごみ減量への啓発、簡易包
装・詰め替え可能な商品の取り扱い
などの働きかけをします。

②発生抑制、再使用の取
り組みを行ってもなお、排
出されるごみについてはコ
ストや環境負荷に配慮し
ながら、可能な限りリサイ
クルを推進します。

③区民・事業者一人ひとりが環
境問題について正しい知識を持
ち、行動することが求められる
ので、環境教育・環境学習の推
進や環境情報の発信など普及
啓発の充実を図ります。

④ごみ減量を実施してもなお、
ごみとして処理しなければなら
ないものについては、環境負
荷を与えないように配慮しなが
ら、分別の徹底を行い、適切に
処理をしていきます。

●パブリックコメントでいただいた主なご意見と区の考え方
　3人の方から9件のご意見をいただきました。

主なご意見 区の考え方

家庭ごみの有料化には反対である。有料化で一時的には
ごみは減るが、数年で増えている。ごみの減量がいかに
大事かという啓発をすることなしに、ごみは減らない。

実際に家庭ごみの有料化を導入した市において実施前のごみ量の水準に戻ることはなく、
排出抑制効果は維持されていると認識しており、有力な施策の一つとして検討していく必
要があると考えます。一方、想定される課題への対応や区民への周知方法などの検討を進
めていくと同時に、従来からのごみ減量の普及啓発の周知徹底も引き続き行っていきます。

毎日出る生ごみのリサイクルについて、本格的に実施の
検討をしてほしい。

生ごみのリサイクルについては、中間処理施設の確保や経費面などの課題があるので難し
いと考えます。現実的な対応として、ごみの水切りの励行促進や食材の必要分だけの購入
などの啓発を粘り強く行っていきます。なお、国ではバイオマスの活用を推進しているこ
とから、その動向にも注視しながら区としても研究していきます。

現場で発生するトラブルなどに素早く対応しながら日々
改善をするSIDAサイクル＊を取り入れては。

現在でもトラブルなどがあった場合は、迅速に対応し、日々業務改善を行っております。
SIDAサイクルについては、今後の業務の参考とさせていただきます。

●パブリックコメントでいただいた主 なご意見と区の考え方
　7人の方から19件のご意見をいただきました。

主なご意見 区の考え方

限られた土地を有効活用するために、法令の許す限り高層の建物
とし、より多くの方が享受できるよう、建物を大きくしてほしい。 建築基準法等に基づき、建設可能な限りの建物を計画しています。

駐車場の用途が気になる。搬出入が目的であれば納得できるが、
品川区には空いた駐車場が多くあるため、駐車場として予定して
いるスペースを、施設として充実してほしい。

品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱に基づき、一定の駐車
場などの確保の義務付けを遵守しています。駐車場の一部は、要介護高齢者の方
などのための送迎車両が使用する予定です。

都内は深刻な待機児問題を抱えている。世代をこえた交流を円滑
に図るためにも、認可・認証保育所の設置を検討してほしい。

子育て支援については、この間、緊急課題として総合的な待機児童対策に取り組
んでいます。また1階は多世代の交流が可能となるよう考えています。

工事車両による交通規制や解体・建築時の騒音に関して、区民生
活の妨げにならないよう対処を。また、交通量増加に対する安全
性の確保、交通事故の抑止対策を。

具体的な施工計画については、区民の皆さんの生活の妨げにならないよう努めま
す。施工者決定後、工事着手前までに工事説明会を実施し、区民の皆さんに説明
いたします。

施設拡充による建築物の接近および高層化によるプライバシー対
策は。

今後、設計の中で、室内のブラインドやカーテン、ガラスに貼る半透明シートな
どにより、プライバシーの確保に配慮いたします。

 資源化率

●計画の目標
　区民一人1日あたりの総排出量を削減し、34年度の
資源化率を31％となることをめざします。

区民1人1日あたりの総排出量

121g/
人・日減量

5％増加

　昭和41年に建設された平塚橋会館は、建物の老朽化と区民ニーズに対応するため、区営住宅・シ
ルバーセンターの建て替えと特別養護老人ホームなどの複合施設として新設を行うこととしました。
　この整備計画について、1月から2月に実施したパブリックコメントのご意見なども参考に、「平塚
橋会館跡特養ホーム等複合施設整備計画」を策定しましたので、お知らせします。

●計画概要
所在地／西中延1－2－8
敷地面積／約2,730㎡
建築面積／約1,950㎡
構造・規模／鉄骨造り・地上9階建て（一部5階建て）
延床面積／約8,750㎡
施設構成／①特別養護老人ホーム（個室・ユニット方式）定員100人
　　　　　②ショートステイ（個室・ユニット方式）定員12人
　　　　　③多世代が利用できる新しいタイプのシルバーセンター　
　　　　　④区営住宅48戸
　　　　　⑤福祉避難所機能（防災備蓄品）の強化
階層別／1階：多世代が利用できる新しいタイプのシルバーセンター
 2～4階：特別養護老人ホーム
　　　　5階：特別養護老人ホーム・区営住宅
 6～9階：区営住宅

●今後のスケジュール
25年度 設計、既存建物解体
26年度 本体工事着工
27年度 しゅん工、開設

問い合わせ 問い合わせ

問い合わせ

 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

●計画の基本方針

＊Sence（感知し）、Interpret（理解し）、Decide（決定し）、Action（行動する）というサイクルで迅速にビジネスをまわすという考え方

①今後、団塊世代が高齢期を迎え、要介
護高齢者などの増加が見込まれる中、住
み慣れた地域での生活が継続できるよう
在宅生活を支援するとともに、常時介護
が必要になった場合に備え、区内10カ所
目となる介護のセーフティネットとして
の特別養護老人ホーム・ショートステイ
を整備します。

③「区営住宅」の建て替えを行い、現行
住宅の戸数を確保するとともに、耐震性
の確保とバリアフリー化を行うなど居住
性の向上を図ります。

④地域防災機能の向上を図るため、防災備蓄用品の確
保、災害時の電源・給水の確保などにより、福祉避難
所機能の強化を図ります。

②平塚橋シルバーセンターは、平塚シルバーセンター
機能と合わせ面積を広くし、高齢者利用を優先しつつ、
多世代が利用できる一般開放型の施設として整備しま
す。また、シルバーセンター利用者からのニーズが高
い入浴・カラオケサービスを実施する予定です。
なお、新施設の開設に伴い、平塚シルバーセンターは
閉館となります（跡地は、高齢者福祉施設を検討中で
す）。

1

2

3

4
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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://）

●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）
3/21情報館 キッズクラブ、健康ひろばは2ページです。

おしゃべりコーナー
「ちえぶくろ」オープン中！！
日常的なことや相談してみたいこと何で
も話してみませんか。経験豊かな元民生
委員が相談にのります。

※8月はお休みです。
問高齢者いきがい課いきいき事業係
☎5742－6733

第5回はじめてのボランティア
日3月30日㈯午前10時～11時
内ボランティア活動の紹介や車いすの
操作方法を学ぶ　
人20人（先着）　
場申3月27日㈬までに、電話で戸越台特
別養護老人ホーム（戸越1－15－23☎
5750－1054）へ

区の広報紙「広報しながわ」を
入手困難な方に郵送します
人次の全てにあてはまる方
・区内在住
・新聞（朝日・毎日・読売・産経・東京・
日経）を購読していない
・高齢である・障害がある・子育て中な
どのため入手困難
※視覚障害の方へは、デイジー録音版
（CD-R）かカセットテープを送ります。
申電話で、広報広聴課☎5742－6644へ

　

少林寺拳法初心者教室
日4月6日～6月29日の土曜日
午後6時～7時45分（全12回）
場戸越体育館
人小学生以上の方20人（先着）
￥6,000円
主催／品川区少林寺拳法連盟
申4月6日㈯までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ

ソフトテニス講習会
日4月13日～26年3月8日の第2土曜日
午前9時～午後4時30分（全12回）
人中学生以上の方80人（先着）

￥2,000円、中高生1,000円
主催／品川区ソフトテニス連盟
場参4月13日㈯に、費用とラケットを
持って東品川公園庭球場（東品川3－
14－9）へ
問スポーツ協会

　

環境学習講座さき布から「ぞうり」を作ろう
日4月28日㈰・29日㈷
午後1時30分～4時（全2回）
人2回とも出席できる中学生以上の方
24人（抽選）
￥1,000円（制作台・保険料込）
持ち物／古布
場申4月1日㈪（必着）までに、往復は
がきで講座名、参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号を環境情報活動センター
（〠140－8715品川区役所第三庁舎3階
☎5742－6533）へ　※ HP shinagawa-
eco.jp/からも申し込めます。

手話講習会
●啓発講座（同コース・養成講座を受講
した経験のある方は受講できません）
＜初級＞
日6月3日～26年2月の月曜日（全30回）
午前クラス＝午前10時～正午
夜間クラス＝午後6時45分～8時45分
人手話学習経験のない方各30人（抽選）
＜中級＞
日6月3日～26年2月の月曜日（全30回）
午後クラス＝午後1時30分～3時30分
夜間クラス＝午後6時45分～8時45分
人手話学習経験が2年未満の方各30人
（抽選）
●養成講座（同コースを受講した経験の
ある方は受講できません）

＜基本課程＞
日6月7日～26年1月の金曜日（全30回）
午前10時～正午
人手話学習経験3年程度で、区の手話通
訳活動をめざす方20人
（5月10日㈮選考試験あり）
＜応用課程＞
日6月7日～26年1月の金曜日（全30回）
午後1時30分～3時30分
人手話学習経験が4年程度で、区の登録
手話通訳者として活動が可能な方15人
（5月10日㈮選考試験あり）
───────共　　通───────
￥各2,000円程度（テキスト代）
募集要項・申込用紙配布場所／心身障害
者福祉会館、障害者福祉課（本庁舎3階）、
地域センター、文化センター、図書館
場申4月22日㈪（必着）までに、募集要
項確認のうえ、申込用紙と返信用はがき
を心身障害者福祉会館（〠142－0064
旗の台5－2－2☎5750－4996）へ郵送
か持参

　

春季将棋大会
初心者の方もご参加ください。
日5月12日㈰午前10時から
（受付は午前9時30分から）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
対戦方法／段・級別リーグ戦
人高校生以上の方
申4月19日㈮（必着）までに、往復はが
きに「将棋大会」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話・FAX番号、棋力
（段・級の自己申告）を文化スポーツ振
興課文化振興係へ　
※中学生以下のお子さんは2ページをご
覧ください。

平船で行く「目黒川の桜遊覧」
①目黒川お花見・平船クルーズ　
日4月1日㈪・2日㈫
①午前11時～正午　②午後1時～2時
コース／品川浦～目黒川（遊覧）～品川浦
人4歳以上の方各25人（先着）
￥各2,000円、小学生以下1,000円
②みんなで見て学ぼう品川の防災水辺施設
日3月28日㈭・29日㈮午後2時～4時
コース／しながわ水族館～京浜運河（防
潮堤・水門）～荏原調節池～目黒川さく
らクルーズ～品川浦
人小学4年生以上の方各20人（先着）
￥各1,500円
※小中学生と親子で参加の場合は1人
1,000円に割引。
───────共　　通───────
申3月24日㈰までに、午前10時から電話
でしながわ観光協会☎5743－7642へ
問同協会、商業・観光課観光担当
☎5498－6350

品川＆早川ふるさと交流
富士の国やまなし国民文化祭2013
「フォッサマグナの恵み体験ツアー（断層見
学・温泉とマス釣り）」の参加者を募集し
ます。
日5月25日㈯午前7時30分～26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・宿泊費込）
申4月4日㈭（必着）までに、はがきか
FAXに「断層見学」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

お知らせ

講座・講演
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  ご協力ください
■拠点回収（古着、廃食用油、不用園芸土）
4月13日㈯・27日㈯午前10時～正午＝小学校など
29カ所（台場・三木・第一日野・第三日野・後地・
小山・第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・城
南第二・立会・旗台・大井第一・延山・宮前・芳水・
伊藤小学校、日野・伊藤・＊豊葉の杜学園、品川第一・
大崎第一・大井第二・大井第三・八潮地域センター、
区役所、品川区清掃事務所）
※雨天決行。
＊4月より大間窪小学校は豊葉の杜学園となります。

■インクカートリッジの回収
区役所・地域センターなど26カ所で、家庭で使用済
みになったインクカートリッジを回収しています。

  フリーマーケット
■お越しください
●4月11日㈭午前10時～午後1時
場峰原公園（大崎3－17）
問菊田☎3490－8407

  リサイクル情報紙「くるくる」
毎月1日発行で地域センター・図書館などの区施設な
どに置いてあります。5月号の掲載は、4月23日㈫ま
でに電話かFAXでお申し込みください。

   リサイクルショップ「リボン」
18歳以上の方はどなたでも出品できます。希望の方
は電話か店頭で予約してください。
※出品時、住所・年齢の確認できるものが必要です。
手数料／出品1点につき100円
定休日／両店とも水曜日
※販売実費として、売り上げの40％をいただきます。

　大井町店　 
広町2－1－36  第三庁舎2階　☎5742－6933
5月までの営業時間／月・火・木・金曜日＝午前10
時～午後6時
土・日曜日、祝日＝午前10時～午後5時30分
取扱商品／家具、インテリア用品、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に運送業者を
紹介します（運送料は有料）。
　旗の台店　 
旗の台5－13－9  旗の台駅南口下車　☎5498－7803
営業時間／午前11時～午後7時　
※祝日は午後5時まで。
取扱商品／衣服など日用品
●旗の台店　おしゃれな「アクセサリー」の出品募集
日3月26日㈫まで　午後1時～4時
※出品は1人1回10点まで、身分証明書を持って、予
約なしでお越しください。
※詳しくはお問い合わせください。

－
－

－

Fax

－

回収時間外に、回収品目を施設に置いていく行為は
おやめください。

スポーツ

     
申各申込締切日までに費用を持ってスポーツ協会へ　　　　　　　　　　　　  
競技名 日程 会場 申込締切日 費用 種目別内容

ライフル射撃 4月14日㈰ 長瀞総合射撃場
（埼玉県）

当日直接
会場へ

エアーライフル
スモールボアライフル

1,500円
2,500円

○立射の部　○伏射の部
※各60発　※弾は各自持参、銃砲等所持
許可証を携帯のこと

少林寺拳法 4月21日㈰ 戸越体育館

4月5日㈮
小中高生

500円
300円

○単独演武の部
○自由組演武の部

弓道 4月21日㈰
　  29日㈷

東品川公園弓道場
（東品川3－14－9）

　
中高生

500円
300円

4/21　○一般の部
4/29　○中学・高校の部
※四ッ矢3回（12射）

バドミントン
＊

4月28日㈰ 戸越体育館 4月10日㈬ 一般・壮年1ペア
中高生1ペア

800円
500円

○中学男子・女子　  ○高校男子・女子
○一般男子・女子　○壮年男子（40歳以上）・
女子Ⅰ（35～49歳）・女子Ⅱ（50歳以上）

     

第63回　品川区民スポーツ大会（春季）

日時 場所
第2月曜日
10:00～12:00

南大井シルバーセンター
（南大井3－7－13）

第3水曜日
10:00～12:00

平塚橋シルバーセンター
（西中延1－2－8）

＊全種目ダブルストーナメント戦、ラリーポイント制
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「しながわアマチュアステージ（旧芸
術祭区民参加イベント）」出演募集
出演団体代表者で構成する運営委員会
が運営する区民の手作りイベントです
（会議は4～5回、1回2時間程度・夜間）。

※部門の内容が昨年と変更になりました。
場①五反田文化センター（西五反田6－5
－1）、②③⑥きゅりあん（大井町駅前）、
④⑤スクエア荏原（荏原4－5－28）
人文化芸術活動を行っているアマチュア
の区民グループ①③⑤⑥は各20団体、
②④の個人は各9人、団体（2人以上）
は各15団体（抽選）
※個人は団体より出演時間が短くなります。

申4月10日㈬までに、往復はがきに「し
ながわアマチュアステージ」とし、部門、
演目、内容、人数、活動場所、指導者氏
名、団体名、代表者の住所・氏名・電話
番号を文化スポーツ振興課文化振興係へ
○区ホームページから電子申請もできま
す（携帯電話からも可）。
※1人の方が複数の部門・団体に出演す
ることはできません（個人名、団体名、
代表者名を変えての重複申込は無効）。
説明会・第1回運営委員会／4月25日㈭
午後7時から中小企業センター（西品川1
－28－3）

品川区フリーマーケット出店者募集
しながわエコ・フェスティバル2013
フリーマーケットに、ご家庭で不用となっ
た品物を出してみませんか。はじめての
方も大歓迎です。
日5月26日㈰午前10時～午後3時
場しながわ中央公園（区役所前）
人全員が区内在住で、18歳以上の家族か
グループ　
※プロの方は出店できません。
募集数／50店（抽選）　
出店料／無料
※食料品、医薬品、ペット類、手作り品
の出品はできません。
※区役所駐車場は使えません。
申4月9日㈫（必着）までに、往復はが
き（1グループ1枚、重複申込無効）に「エ
コフェスティバルフリーマーケット」とし
参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番
号を品川区清掃事務所（〠141－0032
大崎1－14－1☎3490－7098）へ
　

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

問地域活動課☎5742－6687

　予約受付 
必要事項（代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人数など）を電話か
FAX、ホームページ予約フォームで各施設へ直接お申し込みください。

施設名・住所・連絡先 区民（区内在住・在勤）の方 区民以外の方

伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321
Fax0557－35－0345
HP www.shinagawasou.com/

利用月の
6カ月前の1日より

10月分の受付／
4月1日㈪より

　  ※紅葉シーズン、光林荘の
　  10/19・26は抽選

利用月の
4カ月前の1日より

日光市細尾町676－1
☎0288－54－0988　
Fax0288－54－0954
HP www.korinsou.com/
※予約受付は先着順。ただし繁忙期は抽選、締め切りはそれぞれの受付開始月の月末。
※紅葉シーズン（光林荘：10月19日・26日）は繁忙期です。4月30日㈫締め切りで抽選
となります。
※区民の方は区の補助による料金の割り引き（大人4,000円、子ども2,800円など）があるので、
宿泊時に住所などが確認できるもの（運転免許証、健康保険証、社員証など、障害者の方は
障害者手帳など）を宿泊者全員分お持ちください（確認できない場合は補助は受けられません）。
○品川荘・光林荘を経営する民間事業者が運営する他の施設も利用できます。詳しくは
ホームページをご覧いただくか上記施設へお問い合わせください。

品川荘

光林荘

受付時間　午前9時～午後6時

保養所をご利用ください！ 各施設へお問い合わせください

● 申告書の内容を間違えていたとき
　確定申告書を提出した後、計算誤りなど申告内容に誤りがあることに気づいた場合、
申告内容を訂正することができます。
　税額を多く申告していたときは「更正の請求」、税額を少なく申告していたときは「修
正申告」を行ってください。「更正の請求」と「修正申告」は手続きが異なりますのでご
注意ください。必要な用紙は、国税庁ホームページHP www.nta.go.jp/からダウンロード
もできます。

税 のたより

問品川税務署☎3443－4171　荏原税務署☎3783－5371

五反田文化センタープラネタリウム
場問同センター （〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451）

   1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣

日4月20日㈯午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（抽選）　￥300円、小・中学生100円

   2 4月の天体観望会「北極星と北斗七星」

日4月19日㈮午後7時～8時30分
講師／松谷研、宮坂憲央
人80人（抽選）　※中学生未満は保護者同伴。

申4月3日㈬（必着）までに、往復はがき（家族4人まで）で講
座名、住所、電話番号、参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢
を同センターへ　※定員に満たない場合は、4月5日㈮午前10
時から電話受付（先着）

共
通

部門 日時
①電子ミュージック・
和太鼓部門
（軽音楽など電子楽器・
マイクを使用する演奏、
和太鼓など）

9月21日㈯
午後2時～

②芸能部門
（日舞など芸能一般）

9月29日㈰
午後1時30分～

③ダンス部門
（高校生以上の大人によ
るダンス）

10月13日㈰
午後1時30分～

④アコースティック音
楽部門
（クラシックなど電子楽
器・マイクを使用しな
い生音演奏。ソロも可）

11月3日㈷
午後1時30分～

⑤邦楽部門
（琴、尺八、三味線など
伝統楽器の演奏と唄）

11月10日㈰
午後1時30分～

⑥こどもダンス部門
（中学生以下のダンスグ
ループによるステージ）

11月24日㈰
午後1時30分～

　★4月のプラネタリウム

日内土・日曜日、祝日　※投影時間は約50分。
①午前11時＝親子向け投影 ｢はるのおほしさま｣
②午後1時30分③午後3時30分＝特集のお話「パンスターズすい星」
※各回とも、前半は当日の星空解説。
※4月20日㈯の③は特別投影のため休止。　
人①小学3年生以下のお子さんと保護者86人　②③各86人（先着）
※小学生未満は保護者同伴。
￥各200円、4歳～中学生50円
観覧方法／当日、会場へ

あの名作「サウンド・オブ・ミュージック」のモデルとなったファミリーの子
孫がきゅりあんにやってきます。美しいハーモニーをお楽しみください。
日7月25日㈭午後6時30分開演（午後5時45分開場）　
場きゅりあん（大井町駅前）
出演／フォン・トラップ・シンガーズ他
演目／エーデルワイス、ドレミの歌他
料金／6,500円（全席指定）
発売開始／4月5日㈮
午前9時から＝きゅりあん・スクエア荏原・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
○発売初日は、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。
※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。
問チケットセンターCURIA（キュリア）☎5479－4140

サウンド・オブ・ミュージック
フォン・トラップ・シンガーズ

ごみ・資源の処理には経費がかかります
ごみ・資源の処理経費

23年度
約58.7億円

●区民1人あたり

年間約16,087円
ごみ13,379円
資源 2,708円

資源のリサイクルにも経費が
かかります。まずは、ごみの
発生抑制（リデュース）や再
利用（リユース）をして、ごみ
を減量することが処理経費を
減らすことにつながります。
問品川区清掃事務所☎3490－7705

3月18日㈪に行われた予算特別委員会での総括質疑の様子が、ケーブ
ルテレビ品川で放送されます。

ケーブルテレビ放送
区議会の

ケーブルテレビで放送された総括質疑の様子は、放送終了後に品川区議会
ホームページで配信します。また、DVDを貸し出していますので、希望の方
は電話で区議会事務局☎5742－6810へ。

3/22㈮ 3/24㈰＜再放送＞
品川区議会自民党

14:00
〜
22:00

民主・改革ネット
14:00
〜
22:00

品川区議会公明党 日本共産党品川区議団
みんな・無所属品川 品川区議会自民党
民主・改革ネット 品川区議会公明党
日本共産党品川区議団 みんな・無所属品川



日4月19日㈮
午前10時～午後0時10分
場荏原文化センター 
（中延1－9－15）
講師／本川達雄
（東京工業大学教授）
人今期「ふれあいアカデミー」「う
るおい塾」を受講する学生

入学式と記念講演会
意味のある時間を生きる

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。

● 相談案内
● 地域振興基金による活動支援助成

次号予告　4月1日号
平成25年（2013）

広　報

古紙配合率70％再生紙を使用しています

3/21
1865号

うるおい塾・春期

申込方法（共通）

日程 テーマ 講師

前　

期

5/8 元気でいきいき100歳食 鈴木章生（服部栄養専門学校教授）
5/15 世界の中の日本の立場　 岸井成格（毎日新聞社主筆）
5/22 三大文明の交差点・中世シチリア王国 高山博（東京大学大学院教授）
5/29 もったいないライフ～一戸建てもマンションも 赤星たみこ（漫画家）
6/5 春の見学会　江戸東京博物館（墨田区）
6/12 安心して暮らせるまちを目指して 濱野健（品川区長）
6/19 成年後見制度の活用と利用者の現状 木下徹（品川区社会福祉協議会事務局長）
6/26 歌舞伎の歴史とその楽しさ 武井協三（国文学研究資料館名誉教授）
7/3 中近東における紛争と宗教の関わり 坂梨祥（中東研究センター研究員）

7/10 脳が冴
さ

える生活習慣と認知症の予防 築山節（河野臨床医学研究所顧問）

後　

期

9/11 介護保険制度の現状と課題 藤井賢一郎（日本社会事業大学専門職大学院准教授）
9/18 日本のエネルギーを考える 平沼光（東京財団政策研究研究員）

9/25 落語の楽しみ方 柳家三之助（噺
はなし

家
か

）

10/2 古事記：編
へん

纂
さん

1300年日本神話を読み解く 三浦佑之（立正大学教授）

10/9 秋の見学会　国立歴史民俗博物館（千葉県佐倉市）
10/16 やさしい憲法の話 小林節（慶應義塾大学教授）
10/23 内外経済の現状と展望 五十嵐敬喜（三菱UFJリサ－チ＆コンサルティング調査本部長）
10/30 わが身を守る防犯・防災 大崎警察署、荏原消防署
11/6 ルネサンスについて 祝田秀全（代々木ゼミナール講師）
11/13 シルバー世代の家計管理の工夫、資産運用で気をつけたいこと 紀平正幸（多摩大学大学院客員教授）
11/20 ふれあい発表会

「ふれあいアカデミー」ふれあいコース

健　康

環　境

政　治
歴　史

社　会
情　報

国　際
文　化

健　康

介　護
科　学
趣　味

生　活

文　学

経　済
法　律

安全・安心
芸　術

春期コースを募集します。初心者・
入門者のための教室です。指導は
「一芸ボランティア講師」、運営は「生
涯学習推進員」が行います。
時間／2時間　
※No.23・24は2時間30分、No.27は
3時間。
人区内在住で、5月1日現在60歳以
上の方各20人程度（抽選）
￥各2,000円（教材費別、保険料込）
※No.23・24は2,500
円、No.27は3,000円。

No. 教室名 日程
（全10回） 曜日 開始

時間 会場 教材費
（円）

1 はじめての書道＊1 4/30～7/ 2 火 13:30 大崎第一区民集会所（西五反田3－6－3） 200
2 ペンで百人一首を書こう＊1 5/ 1～7/ 3 水 9:30 東品川文化センター（東品川3－32－10） 1,500
3 読む楽しさ「はじめての朗読」 5/ 1～7/ 3 水 9:30 中小企業センター（西品川1－28－3） －
4 楽しい絵てがみ教室＊1 5/10～7/12 金 13:30 平塚橋会館（西中延1－2－8） 5,000
5 絵心を大切にする「きり絵」＊1 5/ 8～7/10 水 13:30 五反田文化センター（西五反田6－5－1） 1,500
6 初心者のための陶芸教室 5/ 1～7/17 水 9:30 こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11） 3,000
7 シニアのためのゆっくり英会話 5/13～7/22 月 13:30 大崎第一区民集会所 2,100
8 楽しい韓国語会話 5/13～7/22 月 13:30 平塚橋会館 500
9 SP音源で楽しむ昭和歌謡史（戦後編） 5/ 2～7/ 4 木 9:30 五反田文化センター 1,000
10 男の料理＊2 5/13～7/22 月 10:30 今井学院（東五反田5－21－14） 7,000
11 初めての将棋 5/ 2～7/ 4 木 9:30 荏原第五区民集会所（二葉1－1－2） 1,500
12 紅茶で味わう英国文化 4/30～7/ 2 火 9:30 中小企業センター 2,000
13 はじめよう！健康ウオーキング＊3 5/ 8～7/10 水 9:30 南大井文化センター（南大井1－12－6） －
14 仲間と楽しくトリム体操 4/30～7/ 2 火 9:30 荏原文化センター（中延1－9－15） －
15 気功を始めよう！！ 4/30～7/ 2 火 13:30 五反田文化センター －
16 コンパクトデジタルカメラ入門＊4 5/ 2～7/ 4 木 13:30 荏原文化センター 2,200
17 デジタル一眼撮影入門＊4 5/ 8～7/10 水 9:30 五反田文化センター 2,000
18 区内史跡を訪ね歩く＊5 5/10～7/12 金 9:30 品川歴史館（大井6－11－1）他 －
19 ベランダガーデニング 5/13～7/22 月 9:30 中小企業センター 5,500
20 やさしいフラダンス 5/ 2～7/ 4 木 9:30 五反田文化センター －
21 初心者ウクレレ教室＊6 5/ 2～7/ 4 木 13:30 五反田文化センター 1,500
22 コーラスの楽しみ 4/30～7/23 火 9:30 こみゅにてぃぷらざ八潮 1,600
23 シルバーのためのパソコン入門＊7 5/13～7/22 月 9:30 こみゅにてぃぷらざ八潮 2,000
24 身近に使えるパソコン講座＊7・8 5/10～7/12 金 9:30 中小企業センター 3,000
25 ワード2010で画像を扱おう＊7・8 5/10～7/12 金 13:30 こみゅにてぃぷらざ八潮 1,000
26 使える！インタ－ネット活用術＊7・8・9 5/ 7～7/30 火 14:30 こみゅにてぃぷらざ八潮 －
27 ワード＆エクセル2010大活用＊7・8 5/ 2～7/ 4 木 13:30 中小企業センター 1,500

＊1　講師指定の道具類を教材費で購入していただきます。
＊2　毎日の食事に役立つ、栄養バランスの取れた健康料理を作ります。
＊3　 普段あまり外を歩かないような方が対象です。
＊4　教室内での講義と、野外での撮影実習を行います。
＊5　長時間かなりの速度で区内を歩きます。歩行に自信がない方はご遠慮ください。
＊6    ウクレレをお持ちでない方は、初回の講師の説明後購入してください。
＊7    教室で使うパソコンは、ウインドウズ7・ワード2010・エクセル2010がインストールされています。
＊8   マウスの操作、日本語入力、ウインドウズの基礎を理解している方が対象です。
＊9　パソコンのメールアドレスをお持ちの方が対象です。インターネットで楽しめる内容を全般的に紹介し、ブログにも挑戦します。

4月1日㈪（必着）までに、往復はがき
に、「ふれあいアカデミー」か「うるお
い塾の教室№、教室名」と記入し、住所、
氏名（ふりがな）、生年月日、年齢、性別、
電話番号、うるおい塾の教室No.23～
27を申し込む方はお持ちのパソコンの
ウインドウズのバージョンを、文化ス
ポーツ振興課「シルバー大学」係（〠
140－8715品川区役所）へ。宛先住所
は記入不要です。

※「ふれあいアカデミー」と「うるおい塾」
は両方申し込めます。コースごとに往復
はがきでお申し込みください。
※「うるおい塾」は1教室1枚の往復はがき
でお申し込みください（複数可）。
※本人以外の申し込みはできません。

ふれあいコースを募集します。
日水曜日午後1時30分～3時30分
（全20回とふれあい発表会）
場講堂（第三庁舎6階）
人区内在住で、5月1日現在60歳以
上の初めて受講する方140人（抽選）
￥半期分2,000円（保険料込）

ふれあいアカデミー
（ふれあいコース）

うるおい塾（春期）

品川シルバー大学 学 募生 集 文化スポーツ振興課生涯学習係
☎5742－6837

問い合わせ

あらたに作成した「わが家の防災ハンドブッ
ク」を、各ご家庭に順次お届けしています。

問防災課普及係☎5742－6696




