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24年12月に「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、全国各地で消費者教育をさらに充実
したものにしていくための取り組みを行っています。この機会にまずは自ら学んでみませんか。

消費者センター消費生活相談
月～金曜日　午前9時～午後4時（来所・電話） 土曜日電話相談　午後0時30分～4時 第4火曜日夜間電話相談　午後4時～7時

おかしいな、変だなと思ったら、

１人で悩まずに
早めに相談をしてください。

大井1－14－1大井1丁目共同ビル

☎5718－7182

5月は消費者月間です

悪質商法 にご用心！
学ぶことからはじめよう～自立した消費者に向けて～

問い合わせ／／消費者センター☎5718－7181

未成年者のスマートフォンなどによる
オンラインゲームにはご注意を！　

最近、中高生の子どもがスマートフォンを利用したオンラ
インゲームに夢中になり、親のクレジットカードを内緒で
使って高額な請求を受けたという相談があります。スマー
トフォンは色々な事ができ、親が想像もできないようなト
ラブルになるケースもあります。使い方や、クレジットカー
ドの管理には十分に気を付けましょう。

インターネット通販

注文していない

ほめあげ商法

訪問買い取り

に気をつけて！

に気をつけて！貴金属などの

「注文した商品が届かない」「届いた商品が偽物だった」
「業者と連絡が取れない」などのトラブルが増えていま
す。利用する時は、注文前に返品条件と業者の住所や
電話番号を確認し、必ず記録してください。安さだけ
に目を向けず、信用のできる業者を選ぶことがトラブ
ルを避けるポイントです。

高齢者宅に「明日、健康食品を送ります」という電話
があり、「頼んでいない」と言うと「1カ月前に注文を
受けている」と言われたという相談が増えています。
商品は着払いで届くので、受け取り拒否をして、相手
の住所などが分かれば宅配業者から聞き取り、消費者
センターへご相談ください。

のトラブルが急増しています！

健康食品が届いた！

絵画や短歌・自分史など、丹精こめた作品を他の人にも見て欲しい、品評会に出
品したいと思っている方も多いでしょう。この向上心を逆手にとって、素晴らし
い作品とほめあげて「雑誌に掲載しませんか」「本を出版しませんか」という勧誘
があります。最近では「お金を出せば海外の良い賞がもらえる」「有名な展示会に
も出品できる」といった勧誘もありますが、いずれの場合にも高額な参加費や出
品料を要求されます。十分注意し、契約を解除したい場合はクーリング・オフ制
度*を利用しましょう。

不用品を何でも買い取るなどと言っ
て訪問し、貴金属を不当に安い値段
で強引に買い取っていく「訪問買い
取り」にクーリング・オフ制度*が
導入されました。契約書を受け取っ
た日から8日間は契約を解除できる
だけでなく、業者への品物の引き渡
しを拒むことができます。ただし、
自動車、家電、書籍などは規制の対
象外なので注意が必要です。また買
い取り業者がアクセサリーをわざと
破壊し、消費者が品物を引き渡さざ
るを得ないようにするケースも報告されています。売却するつもりがないときは
家に入れず、きっぱりと断りましょう。

*クーリング・オフ制度に関しては2ページをご覧ください。



（2）

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/

●エプロン洗い
食事のときに使用するエプロンを
洗うお手伝いです。食事の下膳も
します。
日月～土曜日　12:30～13:40
場ロイヤルサニー（西大井2）
●園芸サークル補助
障害者施設で利用者の作業補助や
見守りをします。
日月2回（第2・4水曜日）
12:30～15:00
場さつき（八潮5）
●日常生活の補助
ドライヤーかけ、話し相手、お茶
入れ、散歩の付き添いをします。
日火・水・金・土・日曜日、祝日
10:00～13:00
場ぷらりす・湯～亀（旗の台4）

●知的障害児・者のサッカー教
室サポート
一緒に鬼ごっこやボール遊びをし
ます。サッカー経験がない方でも
大丈夫です。
日月1・2回（土曜日・不定期）
8:50～12:00
場品川特別支援学校（南品川6）
●作業手伝い
手芸作業、クリーニング作業、公
園清掃の手伝いをします。
日月～金曜日10:00～15:00（要相談）
場かもめ第3工房（西五反田2）
●書道・俳句の指導
デイサービスのレクリエーション
で書道や俳句の指導をします。
日月～土曜日　13:30～15:00
場デイサービスすずやか大崎（大崎3）

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

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ポイントが上限）。ためたポ
イントは区内共通商品券との交換か、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」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、ほっとサロンでの活動も
含まれます）
※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5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

くらしに役立つ情報や注意情報などのパネル展示を行います。
日5月24日㈮まで　午前8時30分～午後5時15分
※土曜日は除く。火曜日は午後7時まで。
場第二庁舎3階ロビー

「値上げ時代に上手にやりくり・節約セミナー」
日5月27日㈪午後2時～4時　場講堂（第三庁舎6階）
講師／丸山晴美（節約アドバイザー）
人150人（先着）　託児／2歳～就学前のお子さん8人（先着）
申5月24日㈮までに、電話かFAXで住所、氏名、年齢、電話番号、託
児希望の方はお子さんの氏名・年齢を消費者センターへ

消費者月間の取り組み
問消費者センター☎5718－7181 Fax5718－7183

クーリング・オフは訪問販売、電話勧
誘販売や路上で呼び止められ契約をし
た場合などに適用できます。
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○契約書を受領した日から8日以内（消印
有効）、マルチ・内職商法は20日以内に書
面で発送
○必ずコピーを取り、特定記録か簡易書留
で送り、送った証拠を残す

クーリング・オフができるかどうかや書
き方など、詳しくは消費者センターへ
お問い合わせください。

クーリング・オフ（契約
解除）は

必ず書面で！

クーリング・オフの書き方

消費者月間特別講演会

マスコット人形を作ったり、折り紙でいろいろな物を作ります。時間内
にご自由にお越しください。
日5月16日㈭午前10時30分～正午・午後1時～3時　※受付は午後2時まで。
場参当日、直接啓発展示室（第二庁舎3階）へ

手づくり講習会　「マスコット人形と折り紙」

消費者啓発等パネル展

消費者の日街頭啓
発
悪質商法による消費者被害を未然
に防止するため、街頭啓発を行い
ます。
日5月30日㈭午後2時30分から
場大井町駅周辺、五反田駅周辺

消費者の日
街頭啓発

利用申込 ひだまりの里運営協会　神奈川県足柄上郡山北町神縄438　☎0465－77－2777 Fax0465－77－2088　※4カ月前から予約受け付け。

●オートキャンプ場
約7,500㎡　AC電源付き14サイト
普通車（区民）／1泊4,000円　デイキャンプ2,000円
貸し出し用品（有料）／テント、タープ、コンロ、ランタン、釣りさおなど
その他／炊事場、水洗トイレ
●テニスコート
全天候型コート4面
1時間（区民）／820円
1面1日（区民）／5,740円　※テニス用具貸し出し。

●クラブハウス（管理棟）
約600㎡　多目的ホール、展示普及室、売店、調理室、シャワー室、事務室、駐車場50台
※バドミントン・卓球用具貸し出し。
●区民農園（交流事業）
貸し農園（年間利用）／15㎡＝98区画、30㎡＝73区画
※農機具の貸し出し、貸し農園指導有り。
●ふれあい協働農園
月1回農業体験をし、収穫した野菜の持ち帰りができます。
※貸し農園・協働農園の利用については、地域活動課市町村交流担当にお問い合わせください。

問地域活動課市町村交流担当☎5742－6856
　施設案内

山北町との交流拠点施設
「ひだまりの里」をご利用くださいと　  のふれあい交流水 緑
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応募資格
次の全てにあてはまる団体（町会・自治会、ボランティア団体、ＮＰＯ、
商店街、公益法人、社会貢献活動を行う民間事業者など）
①団体の運営に関する規則（定款、規約、会則など）がある
②1年以上継続して活動している　など
※1団体につき1事業の提案が原則。複数の団体による共同での提案も可。

提案できる対象事業
①区の提起する課題に的確に応えている
②公益性のある事業であって、一定の課題の解決や社会的要請に応える
ことができ、具体的な成果が見込まれる
③区民と区との協働実施で効果が高まると見込まれる
④提案の翌年度（26年度）に提案者によって実施することが可能である
⑤予算の見積もりが適正である
⑥先駆性、新しい視点・アイデアなどが含まれている

審査・選定
第1次審査（書類審査）＝7月中旬
第2次審査（事業提案説明）＝8月中旬
決定（区の予算成立）＝26年3月

申し込み
6月28日㈮までに、提案書を地域活動課協働・ふれあいサポート係へ
持参
※提案された事業の概要や提案団体名は区ホームページなどで公表します。

区は、町会・自治会をはじめ、ボランティ
ア団体、ＮＰＯ、企業などとお互いの
強みや資源をいかしながら、協働によ
る豊かなまちづくりをすすめています。

協働事業提案制度では区が提起する課
題に応える、自由な発想や専門性など
をいかした事業の提案を募集します。

問地域活動課協働・ふれあいサポート係（第二庁舎6階☎5742－6605）

募集する
提案事業

26年度（26年4月1日～27年3月31日）に実施する次のいずれかをテーマとする事業　

①「外国人住民の地域活動への参加拡充」
②「若年者の雇用対策と雇用のミスマッチを解消するための方策」
③「人とペットが共存できる公園の環境づくりについて」

説明会
提案をするにはいずれかの説明会への参加が原則として必要です。

日程 会場

5月25日㈯午前10時30分～11時30分 こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）

6月11日㈫午後6時～7時 252会議室（区役所第二庁舎5階）

○次のような協働事業の事例があります（平成23年度～）
事業名／こみゅにてぃぷらざ八潮における喫茶コーナーの協働運営
事業内容／こみゅにてぃぷらざ八潮内で、団体と区が協働で食材の安全・安心を基本とし、気軽に立ち寄れる喫茶、
食事の提供の場を運営。ライフステージに応じた食や健康に関する情報提供など「食べて元気になる」をコンセプ
トとしている

協働団体／みんなの食育
営業時間／午前9時30分～午後6時30分
※休館日を除き毎日営業。
○木～月曜日「元気食堂うさぎ」
○火・水曜日「コミカフェ・なんしょう」

4月26日㈮、富岡町の遠藤勝也町長（写真左）と宮古市の山本正徳市長（写真右）に、それ
ぞれ義援金1,650万円をお届けしました。

※詳しくは地域活動課で配布する「平成25年度品川区協働事業提案制度提案の手引き」をご覧ください。
　しながわすまいるネット（http://shinagawa-smile.net/）や区ホームページからダウンロードもできます。

ご支援・ご協力ありがとうございました 義援金総額（4月29日現在）254,524,163円
4月29日現在、254,163,520円を岩手県宮古市（118,000,000円）・福島
県富岡町（118,000,000円）・宮城県（10,500,000円）・日本赤十字社
（7,663,520円）へ届けました。残額は順次被災地に届けていきます。

　東日本大震災の発生直後から被災地支援のために、区民の皆さん、団体
の方などから義援金をお寄せいただき、ありがとうございました。義援金は、
災害時の相互援助協定を締結している宮古市・富岡町、宮城県、日本赤十
字社にお届けしました。宮古市長、富岡町長からも、区民の皆さんに感謝
の言葉をいただいています。
　区では、義援金受付、職員の被災地派遣、被災地応援ツアーなど、引き
続き宮古市・富岡町をはじめ被災地の復興を支援していきますので、区民
の皆さんのご支援・ご協力をよろしくお願いします。
　宮古市・富岡町を指定して集められた義援金は、引き続き受け付けますの
で総務課・高齢者福祉課（☎5742－6728）までお問い合わせください。

※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。
○高齢者福祉課・地域センターでの日本赤十字社への義援金受付は、25年3
月31日で終了しました。

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／26年3月31日㈪まで

東日本大震災被災地全域への義援金受付

問総務課☎5742－6625



●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として
　区内在住・在勤・在学の方

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員

¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ（http://）情報館 情報館は4～7ページです
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日6月8日～8月24日の第2・4土曜日　午後3時～5時（全6回）
場八潮北公園（八潮1－3）
人中学生30人（抽選）
￥3,000円（保険料込）
申5月24日㈮までに、往復はがきで教室名、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、電話番号、学校名、学年、サッカー歴をスポーツ
協会へ
※通年の教室で継続可能。

ジュニアユースサッカー教室

※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）

5月12日㈰
19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）

5月12日㈰

　　　酒寄医院 東大井 2 －26－ 3 ☎3761－3250
　　　前田歯科医院 西五反田 4 －31－21 ☎3491－9558
　　　上山歯科医院 二　葉 1 －14－ 2 ☎3781－5018
　　　梅津柔道整復所 東大井 3 － 5 －10 ☎3766－7082
　　　上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

5月19日㈰

　　　京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
　　　メグロードゆかり歯科クリニック 上大崎 2 －26－ 5 ☎3490－8822
　　　蛇窪歯科 二　葉 2 － 4 － 2 ☎3781－1370
　　　大井接骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
　　　中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

5月11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

5月18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（救急車を呼ぶのを迷ったら）　☎＃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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5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

●このような活動を
　しています
民生委員・児童委員は、介護
や子育て、高齢者の健康、生活、
経済的なことなど福祉に関す
る相談にのります。相談の内
容に応じて、区や関係機関を
紹介し、適切なサービスにつ
なげていきます。

●お気軽にご相談ください
民生委員・児童委員には守秘義務があります。皆さんから受けた相談内容の秘
密は守られますので安心してご相談ください。民生委員・児童委員は地域の中
から選ばれ、厚生労働大臣が委嘱します。民生委員・児童委員の中に児童福祉
を専門に担当する主任児童委員もいます。民生委員・児童委員は社会奉仕の精
神をもって活動しています。
※お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員についてはお問い合わせくだ
さい。

○大正6年5月12日に民生委員児童委員制度の前身の岡山県済世顧問設置規
定が公布されたことにより、全国的に「民生委員・児童委員の日」と定め
られました。

問高齢者福祉課☎5742－6708

民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手です

シルバー人材センター会員募集
あなたに合った仕事で、収入を得ませんか。
●専門・技術の仕事：経理事務など
●技能の仕事：ブロックコンクリート工事、ふすま・障子張り、
雨樋

ど い

工事、洋服補修、出張着付け、和裁仕立てなど
●事務の仕事：一般事務、受付事務、毛筆筆耕、あて名書き
など
●管理の仕事：学校・マンションなどの管理、駐車場管理、
自転車整理など
●軽作業の仕事：公園清掃、除草、商品整理、袋詰め、封入、
マンション清掃など
●サービスの仕事：家事援助、区広報の配布、児童送迎、交
通指導、見守りなど
人区内在住で、60歳以上の健康で働く意欲のある方
￥年2,500円
問同センター本部事務局☎3450－0711

ひきこもりシリーズ学習会（第1回）

日5月23日㈭午後2時～4時
内ひきこもっている子どもの心理面の理
解や家族のかかわり方など
講師／高橋良臣（登校拒否文化医学研
究所所長）
人不登校やひきこもりなどのお子さんを
持つ家族、関心のある方30人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

二人で子育て（両親学級）
会場 日時
品川保健
センター 7/21㈰ ① 9:30～12:30

②13:30～16:30
荏原保健
センター 7/ 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6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

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 

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



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）

お知らせ
福祉車両の購入・改造費用を
助成します
車いすを使用している方に、容易に乗
れる自動車を購入・改造するための費
用の一部を助成します。
人次の全てにあてはまる方
①区内に引き続き1年以上住所がある
②身体障害者手帳の所持者で常時車い
すを使用している
③前年の所得が所得制限基準額以内
④4月1日～26年3月31日に購入か改造
をする
⑤所有者は本人か同居の親族などで、
営業用自動車でない
⑥次の助成金額以上の費用を要する
助成金額／購入費300,000円、改造費
150,000円　
問障害者福祉課障害者福祉係
（本庁舎3階☎5742－6707）

介護者教室
日5月25日㈯午後1時～3時
内誰でもできるやさしいリハビリ
人20人（先着）
場申5月24日㈮までに、東品川在宅サー
ビスセンター（東品川3－1－8☎5479－
2946）へ

障害者歯科健診のご案内
障害のある方への無料の歯科健診を実
施しています。
健診回数／年1回
内むし歯・歯周病などの健康診査
人区内在住で、4月～26年3月に20～35
歳になる方で身体障害者手帳・愛の手
帳（東京都療育手帳）・精神障害者保健
福祉手帳のいずれかをお持ちの方
申月～金曜日午前9時～午後5時に、電
話かFAXで品川歯科医師会（☎3492－
2535 Fax3493－5056）、荏原歯科医師
会（☎3783－1878 Fax3783－1948）へ
※実施歯科医院を紹介します。
※障害の程度や身体の状態によっては、
紹介できない場合や当日、健診を実施
できない場合があります。
問健康課保健衛生係☎5742－6743

騒音計・振動計などの測定器
の貸し出し
騒音・振動が気になる方は、測定してみ
ませんか。
人区内在住か在勤で、貸し出し・返却
時に来庁できる方
貸し出し期間／15日以内
貸し出し方法／電話で保有状況を確認
のうえ、本人確認できるものを持って環
境課（本庁舎6階☎5742－6751～3）へ

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5月31日㈮午前10時～午後3時
場品川第二区民集会所（南品川5－3－20）
人区内在住で、60歳以上の健康で働く
意欲のある方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713

軽井沢レクの森キャンプ場開放
日7月20日㈯～8月24日㈯泊
場長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉
交通／軽井沢駅下車バス30分
費用（1泊）／
常設テント使用料＝1張1,500円
入村料＝1人250円、小・中学生150円
保険料＝1人30円（宿泊者全員にかか
ります）　※寝袋・なた・炊飯用具など
は無料で貸し出し。
申5月19日㈰までに、往復はがき（1グ
ループ1枚）に「軽井沢レクの森」とし、
代表者の住所・氏名・年齢・電話番号
をスポーツ協会へ
※6月1日㈯に抽選順で事前予約を受け
付けます。抽選後の受付は、6月3日㈪
から。

戸越バウンドテニス教室
日5月19日～6月16日の日曜日
午後1時30分～4時（全5回）
￥1回50円　
運営／戸越地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き
を持って戸越小学校（豊町2－1－20）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

9人制クラス別バレーボール大会
日6月9日㈰午前9時から
場戸越体育館（豊町2－1－17）他
種目／家庭婦人
試合方法／クラス別トーナメント戦
（敗者戦有り）
￥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5月29日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（5月20日㈪を除く）
※主将会議は6月5日㈬午後7時から総
合体育館。

大井バドミントン教室
日5月19日～6月9日の日曜日
午後1時～3時（全4回）　
￥1回200円
運営／大井地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き
を持って大井第一小学校（大井6－1－
32）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

第64回春季新人優勝卓球大会
日6月9日㈰午前9時から
場総合体育館
種目／シングルス＝一般男子・女子、
50歳以上男子、60歳以上女子、18歳未
満男子・女子、初級男子・女子
ダブルス＝一般男子・女子、合計105
歳以上男子、合計110歳以上女子、初
級混合
※ダブルスとシングルスの重複に限り1
人2種目出場可。年齢は26年4月1日現在。
￥シングルス＝1,200円（連盟登録者
900円）、ダブルス＝1組1,800円（連盟
登録者1,600円）、18歳未満＝1種目
500円
主催／品川区卓球連盟
申5月28日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（5月20日㈪を除く）

スポクラ・しながわ
ストレッチとリズムの健康体操
日5月15日～7月17日の水曜日
午後7時～8時30分
￥1回200円
場参当日、運動のできる服装で上履き
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

テニス連盟ミックス大会（硬式）
日6月16日㈰午前9時から
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）
人区内在住か在勤の方、連盟登録者
64組（先着）
試合方法／ダブルストーナメント戦
￥1組3,500円、連盟登録者3,000円
主催／品川区テニス連盟
申6月2日㈰までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（5月20日㈪を除く）

いきいきウオーキング
新緑の中を歩こう！
日5月26日㈰午前9時～正午（ゴール最
終受付）※雨天決行。
コース／しながわ区民公園（桜の広場）
～大井ふ頭中央海浜公園～緑道公園～
しながわ花海道～しながわ区民公園（噴
水広場）　※約8㎞。
￥100円
参当日、午前9時～9時30分に費用を
持ってしながわ区民公園（桜の広場）（勝
島3－2）へ
※参加スタンプホルダー（首にかける
名札）をお持ちの方はご持参ください。
問文化スポーツ振興課スポーツ係

環境学習講座「知って得する
LED照明を使ってみよう」
LEDの特長・省エネ効果、現行の電球
と取り換えるタイミングなどの話と、
消費電力の少なさを実際に目で確かめ
ます。
日6月16日㈰午後2時～4時　
講師／小宮章利（LED照明推進協議会
広報委員長）
持ち物／筆記用具
人30人（抽選）
場申5月27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・電話番号か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。

スポーツ

講座・講演

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、会葬御礼は
がきか葬儀社の領収証を持参

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。

保険料は資格取得日からかかります。加入の届け出が遅れると、遡って保険料が請
求されます。ただし、届け出前の医療費は全額自己負担となります。また、やめる
届け出が遅れた場合は国民健康保険の資格喪失日は会社などの健康保険に加入した
日に遡ります。喪失後に国民健康保険証を使って医療機関で診療を受けたり、薬局
で薬剤の処方を受けた場合は、国民健康保険で負担した医療費を後日お返しいただ
きます。法人事業所に勤務する方は、厚生年金と健康保険に強制加入することになり、
品川区国民健康保険には加入できません。

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）

国民健康保険に入るときや、やめるときなどは
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

こんなときには国民健康保険の届け出をお忘れなく
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品川歴史館古文書入門講座
「初歩から学ぶ品川の古文書」
初歩から古文書の読み方とその魅力を
学びます。
日6月14日～7月19日の金曜日
午後6時30分～8時30分（全6回）
講師／北原進（立正大学名誉教授）他
人16歳以上の方60人（抽選）
￥2,000円
場申5月17日㈮（必着）までに、往復
はがき（1人1枚）に「古文書入門講座」
とし、住所、氏名、年齢、電話番号を
同館（〠140－0014大井6－11－1☎
3777－4060）へ
●「浮世絵でみる　品川名所パネル展」
を開催中です（7月13日㈯まで）。
※常設展観覧料で観覧できます。
●5月18日㈯「国際博物館の日」は、全
館無料で観覧できます。

星薬科大学公開講座
「春の薬草見学会」
日6月1日㈯

第１部（講義）

午前10時～正午

「薬用植物形態学入門」
講師：須藤浩（同大学薬
用植物研究室准教授）、
「日本のスミレ　世界のス
ミレ」講師：いがりまさ
し（植物写真家）

第２部（キャンパスツアー）
午後1時

～3時30分
文化的施設・薬用植物園
内案内

人第1部は16歳以上の方150人（先着）
※第2部はどなたでも参加できます。
場参当日、第1部は午前9時50分、第2
部は午後0時50分までに、同大学（荏
原2－4－41）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

公園で愛犬と楽しむためのマ
ナー講習会
初めての方もぜひご参加ください。
日5月25日㈯午前9時30分～11時30分
内警察犬訓練士によるデモンストレー
ション、ドッグトレーニング、愛犬交流、
質疑応答他
人飼い主と飼い犬20組（先着）
場申午前9時～午後5時に電話か直接、
しながわ中央公園管理事務所（区役所
前☎5740－5037）へ

ウェルカムセンター原・交流施設の
講習会「家紋入りコースターを作ろう」
日6月1日㈯・15日㈯、7月6日㈯・
20日㈯、8月3日㈯
午後1時30分～3時30分（全5回）
人13人（抽選）　￥5,000円（材料費込）
場申5月21日㈫（必着）までに、往復
はがきで講習会名、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　

産業技術高専オープンカレッジ
「芭蕉の旅と『おくのほそ道』」
講師の実地踏査の経験をとおして、「お
くのほそ道」が芸術作品とされるゆえ
んを考えます。
日6月15日㈯、7月13日㈯、9月21日㈯、
10月19日㈯午前10時～正午（全4回）
内草庵生活と芭蕉が旅で訪れた人々
人30人（抽選）　￥2,600円
場申5月30日㈭（消印有効）までに、
はがきかFAX、Eメールで講座名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番
号を産業技術高等専門学校（〠140－
0011東大井1－10－40 Fax3471－6338
 office@s.metro-cit.ac.jp）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

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好きな画材で描く～人物画入門
日5月16日㈭、6月20日㈭
午後1時～4時（全2回）
※全3回のうち2回目からの途中入会。
人15人（先着）　
￥3,600円（モデル代別）
②中国語初中級
日5月22日～6月19日の水曜日
午後7時15分～8時45分（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
5月15日㈬の体験受講（500円）が必要。
人簡単な会話ができる方10人（先着）
￥11,000円（テキスト代別）
③ステンドグラス入門
日5月22日㈬、6月12日㈬・19日㈬
午後6時30分～8時30分（全3回）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
人15人（先着）　￥5,400円（教材費別）
④ジャズダンス
日5月18日～6月22日の土曜日
午後6時30分～7時45分（全6回）
※全10回のうち5回目からの途中入会。
人16人（先着）　￥9,000円
⑤誰でも簡単に弾ける！ピアノで奏でる
ポピュラーソング＜40分個人レッスン＞
日5月20日㈪、6月3日㈪・17日㈪
午前9時30分～午後0時10分のうち、40
分間（全3回）
※全5回のうち3回目からの途中入会。
人4人（先着）　￥8,400円
⑥トールペイント入門
日5月22日㈬、6月12日㈬
午後3時30分～5時30分（全2回）
※全5回のうち4回目からの途中入会。
人10人（先着）　￥3,200円（教材費別）
－－－－－－－－　共　　通　－－－－－－－－
場申電話で同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ

保育サポーター養成講座
地域で子育てを支援する保育サポー
ターを養成します。
日6月11日～7月9日、9月10日～24日、
10月8日・15日の火曜日
午前9時30分～正午（全10回）
※8～10月の間に1日保育実習有り。
場品川健康センター（北品川3－11－22）
講師／佐々木正美（児童精神科医師）、
佐藤佳代子（新渡戸文化短期大学講師）
他
人16歳以上の方30人（先着）
￥5,000円（テキスト・資料代）
申6月6日㈭までに、往復はがきかFAX、
Eメールで講座名、住所、氏名、電話・
FAX番号、参加の動機をふれあいの家
－おばちゃんち（〠140－0001北品川
2－28－19 ☎・Fax3471－8610 
fureai@obachanchi.org）へ
問子育て支援課☎5742－6720

日本リハビリテーション医学会学術集会
創立50周年記念
市民公開講座
日6月8日㈯午後1時30分から

基調講演1
「健康長寿をめざして」
講師：遠藤英俊（国立長寿医療
研究病院内科部長）

基調講演2

「その人らしさを支える～リハビ
リの心と力」
講師：稲川利光（NTT東日本関
東病院リハビリテーション科部
長）

特別講演
「マムシ流　元気に長生きするコ
ツ・させるコツ」
講師：毒蝮三太夫（どくまむしさんだゆう）

場参当日、直接ゆうぽうとホール（西
五反田8－4－13）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

講座・講演

25年度軽自動車税の
納税通知書が発送されました

軽自動車税は、全額が品川区の財源として、区民の皆さん
の生活に生かされています。登録などの手続きについては
車種により窓口が異なりますのでご注意ください。
　　　　　 税務課税務係（本庁舎4階☎5742－6667）

5月31日㈮ は、25年度軽自動車税の納期限です 　期限までにご納付をお願いします

25年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自
動車・二輪小型自動車を所有している方。
※4月2日以降に廃車・譲渡の届け出をされても、今年度1年分の
税金がかかります。

軽自動車税を納めていただく方

納付できる場所 軽自動車税納税証明書について

125cc以下の原付バイク
小型特殊自動車

税務課税務係
☎5742－6667

126cc以上のオートバイ
関東運輸局東京運輸支局
東大井1－12－17
☎050－5540－2030

軽四輪（乗用・貨物）
軽三輪

軽自動車検査協会
東京主管事務所
港区港南3－3－7
☎3472－1561

廃車や登録などの手続き

問い合わせ

既に廃車・譲渡したにもかかわらず、納税通知書が届いた
方は、手続きが完了していない可能性があります。詳しく
は税務課税務係までお問い合わせください。

●コンビニエンスストア　
●金融機関
●ゆうちょ銀行・郵便局
●税務課　　　
●地域センター
※携帯電話（スマートフォンを含む）でいつでも
納付できる、モバイルレジもご利用できます。
問税務課収納管理係（本庁舎４階）
☎5742－6669

車検の時には納税証明書が必要になります。証明
書は税務課の窓口で発行しています。
※地域センターでは発行できません。

既に所有していない場合や品川区外へ
転居したときは手続きが必要です。

軽自動車税の減免制度
条例・規則に該当する場合には、軽自動車税
が減免される制度があります。
減免車両の範囲／
・身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの
方が利用する車両（障害の区分によります）
・車の構造が身体障害者の方などが利用する
仕様になっている車両（昇降装置など）
・生活保護を受けている方が利用する車両
※減免は所有している車両のうち、１台のみ
受けられます。
申請期限／5月24日㈮　※納付期限の7日前まで。

①車両を廃棄したとき
②車両を譲渡したとき（名義変更・下取りなど）
③住所や車両の定置場を品川区外に変更したとき
④ 車両やナンバープレートを盗まれたとき（警察への届け
出後、区役所などにも届け出が必要です）



品川清掃工場見学会
日5月25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と施設見学
人50人（先着）
場申5月23日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

品川＆山北ふれあい交流「西丹沢
アドベンチャーラン参加者募集」
西丹沢を舞台に森林の中や川を走る新
しいスタイルのランニングレースです。
日6月8日㈯午前7時～午後4時頃
場神奈川県山北町玄倉「丹沢森林館」
人中学生以上の健康な方
※未成年者は保護者の承諾が必要。
内￥42キロラン＝8,000円、ペア14,000円
21キロラン＝4,000円
申5月24日㈮までに、電話でエクストレ
モ☎5610－0638へ
問山北町商工観光課
☎0465－75－3646
地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856
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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

催　し ★

★

由紀さおり・安田祥子
ファミリーコンサート
～うたが咲いています～
25年続けた“由紀さおり・安田祥子童謡コンサート”
を終えて、2013年、新たな気持ちとスタイルで次世
代に伝える歌を贈ります。
日8月24日㈯午後3時開演（午後2時30分開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
出演／由紀さおり・安田祥子　他
曲目／故

ふるさと

郷・夏の思い出・大きな古時計　他
￥4,500円（全席指定）　※3歳未満膝上鑑賞無料。
発売開始／5月18日㈯
窓口販売：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
電話予約：午前10時から＝チケットセンターキュリア
インターネット予約：午前9時から（ http://www.
shinagawa-culture.or.jp/）
※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。
※託児はありません。
問チケットセンターCURIA（キュリア）
☎5479－4140

日本通運
presents

　4月1日㈪に、大間窪小学校、杜松小学校と豊葉の杜中学校が一緒になり、
小中一貫校「豊葉の杜学園」が開校しました。4月8日㈪には開校式
が行われ、新たな出発を祝いました。
　区では小中一貫教育の確実な定着をめざし、区内各地域に施設一体型小

中一貫校を開校しており、豊葉の杜学園は6校目の施設一体型小中一貫校となります。校舎は北棟と南棟を連絡通路でつ
なぎ、4・3・2（1～4年、5～7年、8・9年）のまとまりと、学年間の交流に配慮して各種教室を配置しています。
　また、就学前教育の施設も併設され、0歳から15歳の子どもに一貫した教育を行うことが可能な施設となります。
●校庭その他外構工事は引き続き行われ、26年2月末に完了する予定です。
問指導課☎5742－6595

小中一貫校豊
ほ う よ う

葉の杜
も り

学園
が開校しました

大間窪小学校
杜松小学校閉校式
3月23日㈯、大間窪小学校、杜松小学校で閉校式
が行われました。閉校式では式辞の後、校旗・校
章旗を濱野区長へ返還。最後には全員で校歌を歌
い、大間窪小学校は84年の、杜松小学校は133
年の歴史に幕を閉じました。

就業センターには、ハローワークの専門相談員が
常駐し、区とハローワークが一体となって運営を
行い、就労を支援しています。
問い合わせ／／品川区就業センター☎5498－6353

所在地／中小企業センター1階（西品川1－28－3）
開設時間／月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時～午後5時
※相談の内容によっては時間がかかる場合があります。早
めに受け付けをおすませください。

下神明駅

品川区役所

大井町駅

京
浜
東
北
線

至
品
川

大井町線

しながわ中央公園

★
中小企業
センター
中小企業
センター

区役所通り

〈最寄り駅〉下神明駅 徒歩2分、大井町駅 徒歩10分

品川区就業センターが就労を支援します品川区就業センターが就労を支援します

事業所の求人の申し込みや雇用保険（失業
保険）関係の手続き、職業訓練関係の相談
などは「ハローワーク品川」で行っています。
問い合わせ／ハローワーク品川（港区芝大
門1－3－4☎3433－8609）

職業相談
職業紹介

求人検索

4人のハローワークの専門相談員が、きめ細や
かな職業相談・職業紹介を行っています。

全国のハローワークで受け付けた求人を求人情
報検索パソコン（5台）でご覧になれます。

技術・経験・希望職種などから、条件の合う事
業所を紹介します。
○内職の仕事を募集します
企業や商店の皆さんで、内職に出せる仕事があ
りましたら、ぜひご連絡ください（ダイレクト
メールの封入、商品の箱詰・こん包・検品、パ
ソコンの入力・編集　など）。

内職相談

●協定宿泊施設の宿泊費を割引します
早川町内の協定旅館に宿泊するとき、一般料金の
1割引でご利用できます。
※年末年始などの特定期間は割引除外の施設があ
ります。
○品川区国民健康保険、後期高齢者医療制度の加
入者は、1割引のうえ、1泊につき2,000円の助成
が受けられます。詳しくは、国保医療年金課保険
事業係☎5742－6675へお問い合わせください。

●町営宿泊施設の宿泊費を補助します
早川町の町営宿泊施設「ヘルシ－美里」「ヴィラ雨
畑」に宿泊するとき、1泊につき2,000円（年度内
3泊まで）を助成します。

●町営宿泊施設へのタクシ－代を
　助成します（区民2人以上）
早川町はバスの本数が少なく交通が不便なため、
電車利用の方が町営宿泊施設までタクシ－を使用
する場合、下部温泉駅からの片道タクシ－代を助
成します。
※区内在住の方2人以上でご利用ください。
※事前の予約と、一部自己負担（1人1,000円）が
必要です。

●町営バスを交流事業の送迎用に
　利用できます
20人以上の団体が早川町内に宿泊し、交流事業を
実施するとき、町営バスを使用して区内から割安
な料金で送迎します。※事前予約が必要です。

●各種「体験教室」を利用できます
早川町では、「南アルプス邑

むら

・技と遊の体験教室」
を開催しています。
内そば打ち、籠作り、豆腐作り、コンニャク作り、
ウインナ－作り、陶芸、すずり作り、木工など
※講師料や材料費がかかります。10人以上の団体
には、講師料などの一部を助成する制度もありま
す。

品川
早川
区民交流の区民交流の
支援事業ご案内支援事業ご案内

& ふるさと事業
問地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

大間窪小学校 杜松小学校



● いま、品川区では。
● しながわすまいるネット
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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。

3月22日㈮、きゅりあんで交通安全区民のつどいを開催。
交通少年団による交通安全宣言の宣誓や、交通安全きら
きら体操、大井警察署交通総務係員による交通安全教育
の寸劇が披露されました。また、歌手伍代夏子さんによ
る歌謡ショーなども行われ、会場は大盛況でした。

鮫洲入江広場がオープン

4月16日㈫、東大井1丁目に鮫洲入江広場
がオープン。浸水対策の推進と合流式下
水道の改善を図るために作られた都下水
道局鮫洲ポンプ所雨水貯留池の上部を公
園として整備したもので、水とみどりの
ネットワークの拠点となります。

「ほうさん広場」開園式

4月13日㈯、豊町三丁目防災広場「ほう
さん広場」の開園式が行われました。広
場には100トンの貯水槽を2基設置、井
戸水は初期消火や災害時用トイレの水洗
に活用でき、掲示板が組み立て式の障害
者用トイレになるなどの特徴を持ちます。

区ホームページでも、品川区内の最近の
出来事をお知らせしています。

3月20日㈷、きゅりあんで品川区民憲章制定30周年記念
の一環として「しながわ子ども未来フェスタ」が行われ
ました。大ホールでの活動発表のほか、イベントホール
では、「おもしろ!体力測定」など様々なイベントが行われ、
大勢の人でにぎわっていました。

3月12日㈫から18日㈪まで、区役所で「デイサービスセン
ター合同作品展」を開催しました。今年で13回目を迎え
た同展では、区内でデイサービスを利用する高齢者の方
が制作した、ひな飾りや折り紙、押し花や梅の飾りなど
の作品が一堂に展示されました。

しながわ
写真
ニュース

3月25日㈪、全国少年少女レスリング選手権大会7連覇
を果たした森川海舟さんが、濱野区長に偉業達成を報告。
海舟さんは、父親の優美さんの影響で4歳からレスリング
を開始。幼稚園年長クラスで全国優勝し、その後小学生
の間も勝ち続け、7連覇という偉業を達成しました。

3月24日㈰、荏原平塚総合区民会館「スクエア荏原」でオー
プニングイベントが行われました。4月1日㈪から施設利
用がスタートした同施設は、荏原エリアを中心としたに
ぎわいの創出を目的に、文化スポーツ・地域活動の新拠
点となる区内2カ所目の総合区民会館です。

4月7日㈰、総合体育館で第63回品川区民スポーツ大会開
会式を開催。日頃の成果を競い、スポーツを通じて友情
の輪を広げ、生涯スポーツを振興することを目的とした
本大会。春19種目、夏3種目、秋24種目、冬4種目を実施
する予定で、延べ1万5,000人の参加が見込まれます。

区民スポーツ大会区民スポーツ大会
開会式開会式

交通安全区民のつどい交通安全区民のつどい

森川海舟さんが森川海舟さんが
偉業を報告偉業を報告

「スクエア荏原」が「スクエア荏原」が
4月1日オープン！4月1日オープン！

子ども未来フェスタ 子ども未来フェスタ 
開催開催

デイサービスセンターデイサービスセンター
合同作品展合同作品展

　4月16日㈫、濱野区長と教育長を含む5人の区教育委員との懇談会を実施しま
した。
　この懇談会は、区長の「教育について、次世代を担う人材育成の観点から、
社会に深く関わる行政の長も一緒に考え、意見を述べていくことが必要」とい
う強い思いから開催が実現したものです。
　会の冒頭、区長は、「この懇談会は、互いの認識を深め、区の教育の質を高
めていくことが目的。区長と教育委員が直接話しあうことで、これまで以上に
連携を図っていきたい」と、開催の意義について説明しました。
　この日行われた懇談の中では、教育行政の課題について、双方の立場から率
直な意見が交わされました。「いじめ」の問題については、学校の危機管理体
制の強化やいじめ根絶への啓発といった対策にとどまらず、いじめる側の子ど

もたちが発散する負のエネルギーを、ス
ポーツや音楽活動などに打ち込む力に変
えるために、特色ある魅力的な学校作り
が重要という認識で一致しました。そのほか、品川区が全国に先駆けて行った
学校選択制と地域コミュニティの関係についても話し合われました。
　また、区長からは中学生の見聞を広める一環として、海外への語学研修派遣
なども必要ではないかという提案もありました。
　懇談会は今年度2回の開催を予定しており、区の教育行政のあり方や、行政
部局の関わり方など、今後もそれぞれの立場を超えて、検討・研究が必要であ
ることが確認されました。
問総務課☎5742－6624

区長と教育委員の懇談会を実施


