
正しく出せば、ごみではなくなります
　愛着はあるけれど着なくなってしまった洋
服、もう使わないシーツ、揚げ物をしたあとの油、
植木鉢に残った園芸土…。区ではこれらの家庭
で不用になったものを月２回、拠点回収場所を
設けて回収し、再利用できるようにしています。
　ただし再利用するためには、正しく出してい
ただく必要があります。区民の皆さんの「もっ
たいない」の気持ちを形にするためには、ルー
ルを守ることが大切です。
　　　　　品川区清掃事務所リサイクル推進係
　　　　　☎3490－7098
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   、品川区では。まい拠点回収特集： 21日号ではテーマを設けて、
品川区内の「動き」をお伝えしています。

正しく出して
　　　 リサイクル！

不用園芸土廃食用油古着・古布

袋に入れて容器などに入れて洗って

ちょっと待って！それってごみ？

集まった古着などはシルバー人材センターの方た
ちがまとめ、回収業者に渡す

もったいないけれど、どこかでお役に立てば
赤川竜

りゅう

さん
　洋服を出しに来ました。もっ
たいないのですが、置いておい
ても家のスペースの問題があり
ますから…。すべてきれいに洗
濯してありますので、どこかで
お役に立てばと思います。よく
リサイクル業者の方から電話を
いただくのですが、区が回収し
てくださるのならとっても安心。
月2回、回収日があるのも助か
っています。

ペットボトルなどに保管。習慣になっている
土屋典子さん
　揚げ物に使った油はペ
ットボトルかお鍋に保管し
て、1カ月に1度くらいの頻
度で持ってきています。習
慣になっているので、大変
だとは思いませんね。いま
は揚げ物をする回数も少な
くなりましたし（笑）。
　昔は使ったあとの油の
処理は大変でした。今は
回収してくれる場所がある
ので、とても助かっていま
す。身近な場所にあるのも
利用しやすいですね。

以前は、「固める廃油処理剤などを
購入して食用油を捨てていました」
という土屋さん

回収日と回収場所は
「資源回収中」の旗が

目印です。
この旗が出ている時に
出してくださいね！

廃食用油は
ポリタンクへ

問い合わせ

拠点回収は
毎月第２・第4土曜日、
午前10時～正午までです。
お近くの回収場所については、
2面下「リサイクル・ごみ」を

ご覧ください
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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）
6月8日㈯・22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。

  リサイクル情報紙「くるくる」
「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」を紹介しています。
「くるくる」は、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。7月号の掲載は、
6月24日㈪までに電話かFAXでお申し込みください。

  フリーマーケット
■出店者募集
●6月1日㈯午前9時30分～午後2時
※雨天の場合は6月2日㈰。
募集数／50店　出店料／600円
場申当日、しながわ区民公園（勝島3－2）へ
問守本☎3763－7613
■お越しください
●6月13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。
定休日／両店とも水曜日　手数料／出品1点につき100円
※販売実費として、売り上げの40％をいただきます。
※不用品交換情報ボードは無料です。ご希望の方は
来店してください。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。

　大井町店　 
広町2－1－36  第三庁舎2階　☎5742－6933
営業時間／午前11時～午後5時30分
5月末までの営業時間／
月・火・木・金曜日＝午前10時～午後6時
土・日曜日＝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　婦人「靴・ハンドバッグ・キャリーバッ
グ」の出品募集
日5月23日㈭～27日㈪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。

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。

－
－

－

Fax

－

「拠点回収」出せるもの、出せないもの
古着・古布

こんなものに
リサイクル

廃食用油 不用園芸土

回収できる
もの

上記以外の洋服全般、
シーツ・毛布、布団カバー、
カーテン・浴衣など

食用油（動物性・植物性
どちらでも可） 鉢植えなどの園芸用土

回収できない
もの

ダウンジャケット、中に綿が入って
いるジャンパーなど、くつ下、制服、
ネクタイ、下着、じゅうたん、バスマ
ット、おむつカバー、着物・帯など

水と混ざった油、灯油、ガソリン

枯れ枝などが混ざっている土、
ぬれた土、腐敗した土、異物の
混ざった土、事業所から出され
た土

天日干しして滅菌処理。腐葉土を混ぜて培
養土に

処理した土は、「みどりと花のフェスティバル」
などで園芸土として無料配布

「拠点回収」これから利用します！ 片岡満美さん
　「みどりと花のフェスティバ
ル」で無料で配っていた土とお
花をいただきました。これを使
って寄せ植えをして楽しみたい
と思っています。
　土は区内で回収した不用園
芸土を再利用したものなんで
すね、知りませんでした。野
菜作りで古くなった土はどうし
たらよいかわからなかったの
で、こんど近くの回収場所に
持っていきます。

携帯電話やデジタル
カメラなどが対象に

10月からは
小型家電も回収します

　今年4月、小型家電リサイクル法が施
行され、使用済みの小型電子機器の再資
源化を目指した取り組みが始まりました。
区でも10月から回収を開始。電子機器に
含まれているアルミ、
貴金属、レアメタ
ルなどをリサイ
クルします。

インクカートリッジ里帰りプロジェクト

家庭で使ったインクを回収します

　区役所や地域センター、図書館、体育館など区
内の施設26カ所に回収ボックスを設置していま

す。不用になったインクカー
トリッジをお持ちください。

 持ち込めるのは次の6社の
 インクカートリッジです

ブラザー、キヤノン、デル、
エプソン、日本HP、レック
スマーク

家
・・
庭で
不用と
なったもの

古着
（主に東南アジアへ輸出）

40％

工業用ウエス＊
（国内使用）30％

繊維加工
（ダッシュボード材など）

20％

リサイクルできないもの
10％

リサイクルできないもの
10％

インク（新聞）
10％

ゴム（タイヤ）
10％

＊機械メンテナンスや清掃などに使われる雑巾

鶏餌70％

詳しくは、後日本紙な
どでお知らせします。

この回収ボックスへ
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8～11月分の申し込みは
6月3日㈪からです。詳しく
は本紙6月1日号をご覧
いただくか、お問い合わ
せください。

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

有料広告の
掲載申し込みについて

「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。 

地域のごみを見守る、廃棄物減量等推進員
地域のごみ・資源回収のリーダーとして
平塚1丁目南部町会廃棄物減量等推進員　小林一郎さん

①登録申請書提出

②審査後、登録

③「実績報告書」の提出
　（集団回収実施後、翌月の5日までに）
　 ※「実績報告書」は報奨金の額の算定基礎とな
ります。

④報奨金の支給（年2回）
　１～６月分　　９月頃
　７～12月分　　3月頃

回
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資源（ステーション）回収も
ご利用ください

　区では週1回、新聞や雑誌、ダンボール、紙
パック、びん、缶、ペットボトル、プラスチッ
ク製容器包装、乾電池、蛍光灯、水銀体温計・
血圧計の資源を回収しています。各地域の決
められた曜日の朝8時までにお出しください。

集団回収を始めてみませんか？
リサイクルを自主的に始めてみよう！
　集団回収とは、町会や自治会、マンションの管理組合、PTA
など区民の皆さんで作るグループで、回収の日時・場所を決め
て、家庭から出る資源（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、アルミ缶など）
を資源回収業者に引き渡す「自主的なリサイクル活動」のことです。
　区では回収量に応じた報奨金の支給、標識旗、軍手やビニールひもなど
消耗品の提供を行い、リサイクル活動を行うグループを支援しています。

地域のグループ（10世帯以上）で登録を
リサイクル団体の登録と報奨金の支給について
　集団回収を始めるには登録が必要です。まずは下記の手順に従って登録してみまし
ょう。報奨金は回収量に応じ、１Kgあたり6円が支給されます。

   一人ひとりの心がけで大きく違ってくる

　推進員になって5期になりますから、もう10年間推
進員をしていることになります＊。
　この10年で、ずいぶんごみ出しのマナーは良くなっ
たと思いますし、ごみは正しく分別すれば資源になる
のだという意識も広がっているように感じます。それ
は手

て

前
まえ

味
み

噌
そ

ながら、私たち推進員の働きかけが功を奏
していることもありますし、住民の皆さんが大変協力
的に取り組んでくださっていることも大きいですね。
ごみは各家庭から出るものですから、一人ひとりの心
がけで大きく違ってくるのですね。
＊推進員の任期は2年

　地域の拠点回収場所を気軽にご利用ください

　一番気をつけているのは、分別方法が変わった時の告知です。分別は年々細かくなっ
ていく傾向にありますので、それを伝え、理解してもらうことが大切です。町会の会合で
お話ししたり、回覧板でまわしたりして、周知するようにしています。
　拠点回収は地域の小学校を利用して行われることが多いですが、学校選択制が導入さ
れ、地域の学校になじみがうすく「行きにくい」という方がいらっしゃいます。拠点回収
場所は地域の方なら誰でも利用できる場所ですので、気にせず利用してほしいですね。

「廃棄物減量等推進員」とは？
　区では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき「品川区廃棄物
の処理および再利用に関する条例」を制定し、各町会・自治会からの推薦、
一般公募により、廃棄物減量等推進員を委嘱しています。現在活動してい
る推進員は514人。ごみの分別の徹底、地域のごみ・資源の状況の把握、
ごみ減量とリサイクル活動の推進、ごみ・資源収集の情報発信など、いわ
ば地域のごみ・資源回収のリーダー的役割を担っています。

3・4月は転出転入の季節。
新住民の方への働きかけも推進員の欠かせない仕事

委嘱式の様子

品川区清掃
　事務所では…

登録申請書などの用
紙は、品川区清掃事
務所リサイクル推進
係にあります。集団
回収の方法や回収業
者の紹介などもお気
軽にご相談ください。
○区ホームページか
らダウンロードもで
きます。

●お気軽にお問い合わせください

五反田法律事務所五反田法律事務所
品川区東五反田1－13－12 COI五反田ビル5階

☎3447－1361 ★五反田駅東口　徒歩１分

相続・
遺言  

交通
事故

債務
整理 不動産離婚

小林推進員より
報奨金は会館建設の資金に
　私の町会でも月に1回集団回収を行
っています。もう20年くらい取り組ん
でいますが、11年前に建てた町会の
会館は、集団回収で得た報奨金が資
金の一部になりました。地域のコミュ
ニケーションも深まりますし、ぜひ始
めてみてください。
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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）
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情報館は4～7ページです情報館
品川区ジュニア囲碁フェスタ2013

児童水泳宿泊研修会

環境学習講座
「手回し発電機での発電実験と簡易モーター作り」

パパズプログラム～パパといっしょにデイキャンプ！

①ゆかり先生のよくわかる入門囲碁教室
親子で参加できます。
人200人（先着）
②区長杯選手権（ノーハンデ戦）
小学生の部＝段・級クラス別、中学生の部
人50人程度　￥500円
③棋力認定大会（7～19路盤クラスハンデ戦）
全員に日本棋院認定状を差し上げます。
人150人程度　￥500円
―――――――――――――共通―――――――――――――
日6月23日㈰午後1時～5時（受付は正午から）
場きゅりあん（大井町駅前）
人区内在住か在学で中学生以下のお子さん
※入門教室は保護者も可。
※小学生以下は原則として大人の引率者が必要。
申6月13日㈭までに、往復はがきに「ジュニア囲碁」とし、番号、
住所、氏名、年齢、電話番号、学校名、学年、棋力（段や級か
囲碁を始めてどのくらいか）、保護者名、①は参加者全員の氏名
を文化スポーツ振興課文化振興係へ

日7月26日㈮～28日㈰（2泊3日、往復バス）　
場長野県木島平
人小・中学生50人（抽選）　
￥30,000円（保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申6月8日㈯までに、はがき（1人1枚）で研修会名、住所、氏名、
電話番号、学校名、学年、泳力（クロ－ルで何m）、保護者名を
スポーツ協会へ

手回し発電機で発電に必要なエネルギーの大きさを体験し、簡
易モーターを作ります。
日6月23日㈰午後2時～4時　
講師／山下浩三（クリーンエネルギー江東事務局長）
人小学生と保護者18組（抽選）
持ち物／筆記用具
場申6月5日㈬（必着）までに、往復はがきかFAXで講座名、
参加者の住所・氏名・年齢・電話番号・FAX番号を環境情報活
動センター（〠140－8715品川区役所第三庁舎3階☎・Fax5742
－6533）へ　※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

飯ごうでご飯を炊いて世界のカレーを作ってみよう。
日6月16日㈰午前10時30分～午後2時　
場しながわ区民公園デイキャンプ場（勝島3－2－2）
※雨天の場合は、東大井児童センター（東大井1－22－16）で
カレー作りと集団遊びをします。
人3歳以上のお子さんと父親30組（先着）
持ち物／お米一合、お皿か弁当箱（カレーライスを入れる容器）、
スプーン、水筒、軍手、タオル
￥1人500円
申5月29日㈬（必着）までに、往復はがきで講座名、住所、参加者の氏名（ふりがな）・年齢・性別、
電話・FAX番号を子育て支援課在宅子育て支援係（〠140－8715品川区役所☎5742－6720）へ

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

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

●園庭開放
　月～金＝ 伊藤保・東五反田保・冨士見台保・

西品川保（午前10時～正午）
　　　　　二葉保（午前9時～正午）
　火・木＝荏原保
　火＝西中延保
　水＝ 第一日野幼・西五反田第二保（午後0時

30分～2時）
　19日㈬＝城南幼（正午～午後1時30分）
　26日㈬＝浜川幼
●身体測定
　 4日㈫＝東品川保、荏原西保、西五反田保
　 5日㈬＝品川保
　11日㈫＝東大井保（乳児）
●からだの話「歯の話」
　11日㈫＝中原保
●お祭り
　 6日㈭＝北品川保
　 7日㈮＝八ッ山保、東品川保

●リズム遊び
　水＝ 二葉保（乳児）（午前10時～）
　6日㈭・13日㈭・20日㈭＝南大井保
●給食を知ろう会
　14日㈮＝三ツ木保（午後5時30分～6時30分）
　 8日㈯＝水神保（離乳食）
●お庭で遊ぼう
　 5日㈬・19日㈬＝ 荏原西第二保（午前10時～

11時30分）※雨天中止。
　12日㈬・19日㈬＝ゆたか保
●キッズタイム
　月＝伊藤保（午前10時～11時）
●保育体験
　 年間を通して41園で実施（二葉つぼみ保育園
を除く）

　6月に参加できる主な事業 ※保＝保育園、幼＝幼稚園

 ※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をご覧く
ださい。

シルバーパスのお知らせ

70歳からの簡単料理教室
食欲増進メニュー「手打ちカレーうどん」

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 ………… 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　

日6月5日㈬午前11時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内手打ちうどん、たけのこの和風カレー、長いもとオク
ラのさっぱりサラダ、豆乳プリン
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台ふきん各1枚
人70歳以上の方30人（先着）
￥800円
運営／品川栄養士会
申6月3日㈪までに、電話で健康課健康づくり係☎5742
－6746へ

●品川区国保基本健診の受診券をお送りしています
4月1日現在、品川区国民健康保険に加入している40 ～74歳の方へ
「国保基本健診」の受診券を5月中旬から送付しています。受診券が
届いてから26年3月末までに区内契約医療機関で受診してください。

●実施計画を策定しました
品川区第二期国保基本健康診査等実施計画を策定しました。
区政資料コーナー（第三庁舎3階）、国保医療年金課（本庁舎4階）で
ご覧になれます。

①屋外になるべく出ない
②屋外での運動を控える
③ 目やのどに刺激を感じたら、洗顔・
うがいをする

　光化学スモッグは、晴れた風のない日に起こりやすくなります。
　防災無線・掲示幕で光化学スモッグ注意報などをお知らせします。発令された時は、
次の事を心がけましょう。

◎症状のひどい時は、病院で診察を受け最
寄りの保健センターへご連絡ください。
品川保健センター☎3474－2221
大井保健センター☎3772－2666
荏原保健センター☎3788－7013
問環境課指導調査係☎5742－6752

光化学スモッグにご注意！

生活習慣病予防  年に一度のチャンスです！

問国保医療年金課保健指導係☎5742－6902

吉原由香里六段



（5）

交通事故などによるけがで国民健康
保険を使うときは、必ず届け出を
　交通事故や傷害など第三者の行為に
よって傷害を負い、国民健康保険を使っ
て治療を受ける場合は、必ず事前の届け
出が必要です。
　状況を確認後、書類などを案内します。
すみやかにご連絡ください。
●次の場合、国民健康保険を使って治
療を受けることはできません
・加害者から治療費を受け取っているとき
・業務上のけがで労災保険が適用される
とき
・酒酔い運転、無免許運転などによるけ
がのとき
問国保医療年金課給付係
☎5742－6677
※国民健康保険以外の保険（後期高齢
者医療制度を含む）に加入している方は
それぞれの保険者にご相談ください。

大井林町高齢者住宅（単身用）
入居待機者募集
高齢者が安心して住み続けられるよう整
備した、サービス付き高齢者住宅です。
所在地／東大井4－9－1
募集人数／単身用（1Ｋ約27㎡）20人
対象者／25年7月1日現在、満65歳以上
の単身者で申込要件にあてはまる方
※申込要件は募集案内をご覧いただくか
お問い合わせください。

サービス内容／フロントサービス、生活相
談サービス、安否確認、緊急時対応など
募集案内などの配布場所／高齢者いき
がい課（本庁舎3階）、大井林町高齢者
住宅、地域センター、シルバーセンター
申込期間／5月25日㈯～6月8日㈯
午前9時～午後5時　※土・日曜日も受け付け。
受付会場／大井林町高齢者住宅
問大井林町高齢者住宅☎5495－7080
高齢者いきがい課高齢者住宅担当
☎5742－6735

保育ママ利用者募集のお知らせ
区が認定した事業者が事務所ビルなどの
一室を利用し、4人の保育ママによる家
庭的な保育を行います。新規で2カ所の
保育ママ利用者を募集します。
利用開始日／7月1日㈪
基本利用時間／午前8時から午後6時の
間の8時間以内
施設名／①おうち保育園ごたんだ
（東五反田2－16－2－102）
②はぐはぐキッズ西大井
（西大井2－4－6）
認定事業者／①フローレンス
②プリメックスキッズ
人0～2歳児各施設12人（選考）
基本保育料／月20,000円
申込要件／週3日以上かつ1日4時間以上
就労をしている方
申込書などの配布場所／保育課、区立
認可保育園
申6月10日㈪までに、申込書と必要書類
を保育課入園相談係（第二庁舎7階☎
5742－6725）か区立保育園へ持参

第7期品川区廃棄物減量等推進
審議会区民委員の募集
一般廃棄物の減量や再利用の促進など
を審議する区民委員を募集します。
任期／7月から2年間
人区内在住で、年3・4回平日昼間に開
催する会議に出席できる20歳以上の方
若干名（選考）
※選考結果は6月下旬に応募者全員に通
知します。　
※報酬あり。
申6月13日㈭（必着）までに、住所、氏
名、年齢、生年月日、電話番号、応募の
動機、ごみ減量に向けての考え方（400
字詰めＡ4原稿用紙2枚程度）を品川区
清掃事務所（〠141－0032大崎1－14
－1☎3490－7705）へ郵送か持参
※書類は返却しません。

家庭用電気式生ごみ処理機購入
費の一部を助成します
人区内在住で、家庭用電気式生ごみ処
理機を購入予定の方
※購入日から3カ月を経過していない方
も対象。
助成額／本体購入価格の3分の1（限度額
20,000円）
申はがきに「生ごみ処理機」とし、住所、
氏名、電話番号、購入予定金額を品川
区清掃事務所（〠141－0032大崎1－
14－1☎3490－7098）へ
○区ホームページから電子申請もできます。
助成方法／助成の決定通知が届いた後、
販売店などで発行された領収書か区指定
の証明書を添えて申請

高年齢者向け「合同就職面接会」
ハローワーク品川と協力して、合同就職
面接会を開催します。
日6月5日㈬午後1時～4時
※受付は午後3時30分まで。
人おおむね55歳以上の就職希望者
持ち物／履歴書（写真貼付）、筆記用具
場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問サポしながわ☎5498－6357
○年金などの相談コーナーもあります。

　

品川区固有の教員（第六期生）
を募集します
採用予定日／26年4月1日㈫
人5人程度（選考）
職種／学校教育職員（教員）
資格要件／小学校（全科）、中学校（教
科問わず）の両方の有効な教諭普通免許
状（26年4月1日までに取得見込みを含む）
をお持ちの方
一般選考＝昭和57年4月2日以降生まれ
経験者選考＝昭和45年4月2日以降生まれ
選考／第1次選考（一般教養、教職教養、
論文）＝7月28日㈰
第2次選考（個人面接、集団面接）＝
8月31日㈯
申込期間／6月3日㈪～7月8日㈪
※詳しくは指導課で配布する選考実施要
綱か区ホームページをご覧ください。
問指導課教職員人事係　
（第二庁舎7階☎5742－6831）

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

日6月11日㈫午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、効果的
な歯磨き、フッ化物（フッ素）使用法（実技）
人歯が8本生えたお子さんと保護者
15組（先着）
場申5月23日㈭から、電話で大井保健セ
ンター☎3772－2666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6月3日㈪午後2時～4時
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

　
日6月1日㈯午後1時～4時
内4・5歳児の希望者＝フッ素塗布・ブラッ
シング指導、保護者の方＝歯周病関連の
唾液検査
※歯科相談、栄養相談も行います。
場参当日、スクエア荏原（荏原4－5－
28）へ
問健康課保健衛生係☎5742－6743

むし歯撃退教室

思春期家族教室

お口の健康フェスティバル

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歳以上の男性

35歳からの健康診査（35～39歳）

女性の健康診査（16～34歳の女性）

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

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

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） 4日㈫ 5日㈬ 14日㈮
うつ病あんしん相談 28日㈮ 5日㈬ 5日㈬
高齢期のこころの相談 25日㈫ 20日㈭ 10日㈪、26日㈬
児童思春期のこころの相談 5日㈬ 27日㈭ 27日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談 6月

問各センターへ

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）

5月26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26日㈰

 林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
 やまざき歯科クリニック 上大崎 2 －24－18 ☎3490－0841
 古澤歯科診療所 二　葉 4 －14－16 ☎3781－5068
 飯塚接骨院 南大井 4 －11－ 6 ☎3763－3270
 工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

  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25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

※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（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎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

小

内

内

小

小

小

歯
歯
骨
骨

内 小

薬
薬

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

ろば康ひ健

求人
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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）
5/21情報館 キッズクラブ、シニアクラブは4ページ、健康ひろばは5ページです

スポ・レク推進委員会の教室
●八潮バウンドテニス教室
日6月1日～29日の土曜日
午後1時～4時30分（全5回）
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
￥1回100円　
運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
●立会親子で楽しむバドミントン
日6月2日～7月28日の日曜日
午後1時～3時
※選挙で中止になる場合あり。
場立会小学校（東大井4－15－9）
￥1回100円、小学生50円　
運営／立会地区スポ・レク推進委員会
───────共　　通───────
参当日、運動のできる服装で上履きを持っ
て会場へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

フラダンス講習会
音楽に合わせて楽しみながら身体を動か
し、心身をリラックスしてみませんか。
日6月8日㈯・15日㈯
午前10時～11時30分（全2回）
講師／大脇はるみ・久保美和（芥川美佳
ハワイアンフラスタジオ指導員）
人40人（抽選）　￥860円（保険料込）
場申5月29日㈬までに、往復はがきで講
習会名、住所、氏名、年齢、性別、電
話番号を戸越体育館へ

9人制ねんりんバレーボール大会
日6月16日㈰午前9時から
場総合体育館
人男子の部＝45歳以上
女子の部＝50歳以上
試合方法／ブロック別トーナメント戦
（敗者戦あり）
￥1チーム12,000円
連盟登録チーム6,000円
申6月5日㈬までに、費用を持ってスポ
ーツ協会へ
※主将会議は6月12日㈬午後7時から総
合体育館。

講座講演

ＮＴＴ東日本関東病院
もしもし医学セミナー
日6月22日㈯午後2時～4時
内「生活を広げるリハビリの実践」「リ
ハビリテーションに関する医療・福祉の
仕組み」など
人170人（先着）
場申月～金曜日の午後1時～3時に、電
話で同病院（東五反田5－9－22☎3448
－6651）へ
問健康課庶務係☎5742－6744

杉野学園春期公開講座
ストレスと人生、そして覚

さと

り
日6月15日㈯午後2時～3時30分
場杉野服飾大学（上大崎4－6－19）

講師／蓮見将敏（杉野服飾大学教授）
人16歳以上の方100人（抽選）　
申6月3日㈪（必着）までに、往復はが
きで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を文化スポーツ振
興課生涯学習係へ
○区ホームページから電子申請もできます。

催し

品川介護福祉専門学校オープン
キャンパス「先輩に聞いてみよう!」
日6月16日㈰午前10時～正午
内介護施設で働く卒業生の話、学校案
内（学費、授業内容、就職状況、入学
選考）、個別相談など
人介護福祉士をめざしている方
場参当日、直接同校（西品川1－28－3
☎5498－6364）へ
※学校見学も随時受付中（要予約）。

しながわ公園フォトコンテスト
応募資格／一般の部＝区内在住か在勤
の高校生以上の方
子どもの部＝中学生以下のお子さん
応募点数／1人3点まで
対象作品／24年11月以降に、区内の公
園（しながわ水族館内も可）で撮影した
未発表作品
種類・大きさ／2Ｌプリント、四つ切り
プリント、Ａ4プリント
入賞作品発表／本紙26年3月1日号（予定）

応募用紙配布場所・申11月30日㈯まで
の午前9時～午後5時に、応募用紙・作
品をしながわ中央公園管理棟（区役所前
☎5740－5037）か東品川海上公園管
理棟（東品川3－9☎3471－3696）へ
持参

シルバーセンター民舞民謡大会
利用者が日頃の活動の成果を発表しま
す。子どもたちと歌を通じて交流します。
日6月7日㈮午前9時30分～午後4時
場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問高齢者いきがい課シルバーセンター係
☎5742－6946

品川＆早川ふるさと交流
虫とりと川遊び体験
虫とりや川遊び、魚つかみなどの体験を
通して早川町の大自然に触れます。
日①7月13日㈯～15日㈷
②7月21日㈰～23日㈫
（午前7時15分区役所集合・午後5時30
分解散、2泊3日、往復バス）
宿泊／町営ヴィラ雨畑（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の方各23人（抽選）
※小学生以下は保護者同伴。
￥15,000円、小学生以下9,000円
（交通費・宿泊費込）
申6月11日㈫（必着）までに、はがきか
FAXに「虫とり」とし、番号、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

催　し ★

★

講座・講演

スポーツ

教室名 コース 対象 期間 曜日 時間 回数 募集人数 参加費 会場

八潮夜間水泳教室 YQ

16～65歳

6/4～9/24 火 19:30～21:00 12
水中運動 5人

7,800円 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）泳法指導 5人

豊葉アクアマスターズ HX 6/5～9/25 水 19:30～21:00 11 10人 7,150円 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

日野サンデーアクア P2 6/2～10/27 日 18:30～19:30 12 10人 7,200円 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

￥表の参加費のほか500円（登録費、保険料込）　主催／品川区水泳連盟
申5月31日㈮までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名、年齢、電話番号、YQは水中運動か
泳法指導をスポーツ協会へ
※学校在籍者以外の方には後日、健康診断などの結果表を確認させていただきます。

水泳教室水泳教室

年齢 対象 要件 助成内容

0～2歳児 全てのお子さん
①児童と保護者が当該月
の1日時点で区内に住民登
録があり、実際に居住し
ている月
②認証保育所に当該月の
初日より在籍し、基本保
育時間で月160時間以上の
月ぎめ契約をしている月
③認証保育所の保育料を
支払っている月

認可保育園の保育料
と実際に認証保育所
に払っている基本保
育料との差額を助成
（認証保育所基本保
育料の上限額66,000
円を超えた分は助成
対象となりません）3～5歳児

25年3月1日時点
で2歳児以上のク
ラスに在籍してい
て25年4月以降も
継続して同一の認
証保育所に在籍
しているお子さん

上記以外のお子
さん

上記①～③の要件に加え
④認可保育園の当該月の
入園申し込みをして、内定
が出なかった月

認可保育園保育料の
所得階層に応じた定
額助成

申6月20日㈭（必着）までに、保育課・認証保育所で配布する申請書を保育課保育計
画係認証保育料助成金担当（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階）へ郵送か持参
※認可保育園入園後、認証保育所も同時に利用契約をしている場合（二重保育）など
は助成対象になりません。
※24年度、25年度住民税が品川区から課税されていない方、所得税分離課税のある
方は、所得確認書類の提出が必要です。
※詳しくは、保育課などで配布する認証保育所保育料助成制度のご案内をご覧ください。
※ご案内と申請書は区ホームページからダウンロードもできます。

認証保育所保育料の一部を助成します

問保育課保育計画係☎5742－6723

　30年ほど前までは、エイズは死に直結する病とされていました。しかし
今では医療の進歩によって感染初期に治療をすれば発病を遅らせ、通院でコ
ントロールできるようになりました。
　最近では、HIVに感染していると気づかずにエイズを発病し手遅れになっ
てしまうケース（いわゆる「いきなりエイズ」）の患者が増えています。
　HIV抗体検査で感染を早期発見し、手遅れにならないうちに治療すること
が重要です。

6月は東京都HIV検査・相談月間です

特設HIV即日検査を無料・匿名で実施します

○上記以外にも、区ではHIV抗体検査（予約制）を行っています。詳しくは区
ホームページをご覧いただくか、品川・荏原保健センターにお問い合わせくだ
さい。

検査当日に結果が判定できる即日検査を実施します。

6月23日㈰
場品川保健センター

申し込み
6月3日㈪～20日㈭の午後1時～6時に

専用電話☎5259－0330へ　※土・日曜日を除く。

検査は、感染の機会があった時から3カ月以上経過していれば可能です。

問保健予防課感染症対策係☎5742－9153

午前10時～正午＝検査の説明、相談、採血
午後1時から＝検査結果の説明、カウンセリング
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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

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

12月分の受付／
6月1日㈯より

※年末年始（12/28～
1/4）は1月分と一緒に
7月1日から受け付け、
抽選となります。

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。
※区民の方は区の補助による料金の割り引きがあるので、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

品川荘・光林荘Ａタイプ 区民料金（税込） 区外料金（税込）
区民と同伴 区外のみ

大人
（中学生以上）

平日・休日 5,975円 7,350円 9,975円
休前日 6,500円 7,875円 10,500円
繁忙期 7,550円 11,025円 13,650円

子ども（小学生） 通年 4,760円 7,350円 7,560円

25年度
繁忙期

割引制度が
あります

（繁忙期を除く）

※光林荘Ｂタイプ（トイレなし）は、上記の料金から525円引き。
※1室2名利用の場合は1名につき2,100円、1名利用の場合は5,250円の割り増し。
※品川荘は、入湯税150円がかかります。
●区の補助金による料金の割り引き
・ 区民料金は、区補助（大人4,000円、子ども2,800円など）を差し引いた金額に
なっています。
・ 区内在住の高齢者（70歳以上）と障害者、障害者の介護者（住所問わず）は、
上記金額からさらに1,000円を差し引いた金額となります。

割引制度 品川荘 光林荘

閑散期割引 6月・9月の平日
（月～金）が5％引き

12月・2月の平日
（月～金）が5％引き

団体割引 15名以上の利用で5％引き
長期宿泊割引 3泊以上の利用で、3泊目から5％引き

品川荘 光林荘
ゴールデン
ウイーク 4/27㈯～5/5㈷

夏期 8/10㈯～17㈯ 8/10㈯～16㈮

紅葉シーズン ― 10/19㈯・26㈯
11/2㈯・3㈷・9㈯

年末年始 12/28㈯～26年1/4㈯

　料　金 　1泊2食付き（区民＝区内在住・在勤の方。1室3名以上ご利用の場合）

迫力ある360度の
全天デジタルシステム

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）

　★6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 ｢なつのおほしさま｣
②午後1時30分③午後3時30分＝特集のお話 ｢南十字星を探してみよう｣
※各回とも、前半は当日の星空解説。　※6月15日㈯の③は休止。
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

   1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣

日6月15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 6月の天体観望会「土星」

日6月21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。

共
通

申1は6月5日㈬、2は6月10日㈪
（必着）までに、往復はがき（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、1は6
月7日㈮、2は6月12日㈬午前10
時から電話受付（先着）。

親子シート
もあるよ

●期日前投票
選挙人名簿に登録があり、投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで、
投票所へ行くことができないと見込まれる方は、事前に期日前投票所で投票ができ
ます。投票の際には、ご自分の入場整理券をお持ちください。

選挙名 場所 期間 時間

東京都議会
議員選挙

261会議室
（第二庁舎6階）

6/15㈯～22㈯ 午前8時30分～午後8時
※土・日曜日も受け付けます

地域センター＊ 6/16㈰～22㈯
＊地域センターの窓口では、平日午後5時以降と土・日曜日は期日前投票の受け付けの
みを行います。住民票の写しの発行などの通常業務は行いませんのでご注意ください。

●不在者投票
○投票日に仕事や出産などで、品川区外に滞在し、投票所に行くことができないと
見込まれる方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
　・あらかじめ、「不在者投票宣誓書（兼請求書）」で品川区選挙管理委員会に投票

用紙を請求してください。
　・投票用紙の郵送に時間がかかりますので、請求は早めにお願いします。
○都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院（所）中の方は、
施設内で不在者投票ができます。
※詳しくは病院、老人ホームなどにお問い合わせください。

●郵便などによる不在者投票
表1にあてはまる方は、自宅で投票用紙に候補者氏名を記入（自書）し、郵便や信書
便などで投票することができます（投票用紙は必ず本人が記入）。投票にはあらかじ
め選挙管理委員会に申請・登録が必要です。

障害名など 等級など

身体障害者手帳を
お持ちの方

両下肢・体幹・移動機能の障害 1・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障害　

1・3級

免疫・肝臓の障害 1～3級

戦傷病者手帳を
お持ちの方

両下肢・体幹の障害 特別項症～第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸・肝臓の障害

特別項症～第3項症

介護保険被保険者証を
お持ちの方

被保険者証の「要介護状態区分等」
の欄

要介護5

表1、表2ともにあてはまる方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た「代理記載人」
（選挙権を有する方）1人に代筆させることができます。

　 障害名 等級
身体障害者手帳をお持ちの方 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳をお持ちの方 上肢または視覚の障害 特別項症～第2項症

6月23日㈰は東京都議会議員選挙の投票日です 選挙管理委員会事務局☎5742－6845

　表1

　表2

問い合わせ



しながわすまいるネット

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。

● 健康センター・総合体育館コース型教室
● 集中豪雨に備えましょう

次号予告　6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

5/21
1873号

しながわすまいるネット

地域活動課協働・ふれあいサポート係☎5742－6605

・団体の名称と写真や簡単な紹介文
・団体の基本情報（登録申請書の内容）　
・イベント情報（イベントの周知、参加者募集、
写真の掲載など）

・募集情報（会員募集、ボランティア募集など）
・お知らせ（その他お知らせ情報など）
・活動紹介（活動報告、写真の掲載など）

　登録の主な要件

❶ 品川区内で活動する団体であって、非営利活
動団体であること（営利団体であっても、社
会貢献活動を行っている団体であって、その
社会貢献活動を発信する場合に限り登録でき
ます）
❷構成員が3人以上であること
❸ 団体の運営に関する規則（定款、規約、会則
など）が定められていること　など

現在約450の団体が登録していますが、高齢者が運営す
る団体も多くあります。運営委員会では、週に2日、こみゅ
にてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）で、登録団体でパソ
コンの使い方や登録の方法が分からない方への相談に対
応しています。
入力サポート相談日時／月・木曜日午後1時～5時

今後は各団体の活動やイベントを取材し、しながわす
まいるネットに掲載するなど、更なる情報の発信にも
努めていきます。

隔月で操作講習会も行っています。登録をしてい
る方には入力の補助を、登録をお考えの方にはど
のようなことができるのか実際に「しながわすまい
るネット」を活用しながら案内をしています。

　品川区内で活動をしている様々な分野の団体の情報を見ることができ、これ
から文化・生涯学習・スポーツなどの活動に参加したい方にも頼りになる情報
源です。
　カテゴリー別に団体の検索や、イベント・募集・講座・お知らせ・活動報告
など様々な情報を知ることができます。

区では、豊かな地域社会作りをめざして活動している団体の皆さんの情報
を広くお知らせし、活動への参加や団体間の交流、情報交換に役立つ場と
してインターネットを活用した区民活動情報サイト「しながわすまいるネッ
ト」を開設しています。

区民活動情報サイト

ト」を開設しています。

http://shinagawa-smile.net/
区ホームページからもご覧いただけます

問い合わせ

しながわすまいるネットに登録して、情報発信しませんか

パソコン初心者の方にも情報登録の方法を教えますパソコン初心者の方にも情報登録の方法を教えます

しながわすまいるネット運営委員会
問☎3790－2330
※相談や講習会に参加希望の方はあらかじめ電話で
予約をしてからお越しください。

講習会のお知らせ

第1回 5月25日㈯
中小企業センター
（西品川1－28－3）

第2回 7月27日㈯ こみゅにてぃぷらざ八潮

第3回 9月28日㈯ こみゅにてぃぷらざ八潮

第4回 11月30日㈯ こみゅにてぃぷらざ八潮

第5回 26年1月25日㈯ 中小企業センター

第6回 3月8日㈯ 中小企業センター

●メールマガジン（新着情報）も
　配信しています

　登録していただいたアドレスに興
味のあるカテゴリーの新着情報が1
週間分まとめて届きます。
　登録手続きは簡単、必要事項に
チェックを入れるだけで気になる情
報がお手軽に届きます。

活動している人

これから活動する人
活動の分野

品川区

・仲間の募集
・イベントの告知

・活動を検索
●文化・生涯学習・スポーツ
●子育て・教育
●町会・自治会
●福祉・健康
●環境・みどり
●ボランティア　など

　

運営委託

イベント

お知らせ 団体紹介

募 集 講 座

情報の入力

検　索

IDパスワードの発行 区HPと相互リンク事業の委託

このサイトは、区内
で活動するNPO法人
5団体が「しながわ
すまいるネット運営
委員会」を組織し、
品川区の委託を受け
て運営しています。

●このような情報が掲載できます

情　報


