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　毎日の食卓に欠かせ
ない生鮮三品。
　気軽に出かけ、世間
話などを楽しみなが
ら、必要なものを必要
なだけ買い物できる八百屋さん、肉屋さん、魚屋さんは便利で
頼りになる暮らしのパートナーです。
　区では、生鮮三品の小売店を広く紹介し、地域コミュニティ
の核として今後も頑張っていただけるよう応援していきたいと
考えています。あなたのまちにある、身近な生鮮三品の小売店
を推薦してください。

あなたのまちの生鮮三品小売店を推薦してください

問い合わせ／品川区商店街連合会
（〠141－0033西品川1－28－3中小企業センター4階
☎5498－5931 kushoren@shinagawa.or.jp）
商業・観光課商業支援係☎5498－6332わたしのまちのわたしのまちの

頑張れ！
対象／大型店・コンビニエンスストア・スー
パーマーケットを除く区内の生鮮三品小売
店（八百屋さん・肉屋さん・魚屋さん）
※自薦も可。
応募期間／8月10日㈯まで
応募用紙の提出方法／
①区内の郵便局へ持参 ②指定の商店街事
務所へ持参 ③品川区商店街連合会へ郵送
かEメール、持参
※応募用紙は区内の郵便局、各商店街事務
所、同商店街連合会で配布。同商店街連合
会のホームページからもダウンロードでき
ます。
※1人で複数の店舗への応募ができます。

※住所・氏名などの個人情報は区と品川区
商店街連合会で責任を持って管理し、ほか
の用途・目的には使用しません。
●応募いただいた方（自薦を除く）の中か
ら抽選で1,000人に、応募により選ばれた
生鮮三品小売店で利用できる割引クーポン
付きスクラッチカードをプレゼントしま
す。
※推薦されたお店については、小冊子、同
商店街連合会ホームページ、ケーブルテレ
ビ品川、本紙などで広く紹介します。
※詳しくは、品川区商店街連合会のホーム
ページ HP shoren.shinagawa.or.jp/をご
覧ください。

10月1日㈫の排出
分から手数料が変
わります。有料粗
大ごみ処理券Ａ券
（1枚200円）とＢ券
（1枚300円）の2種
類は変更ありませ
ん。

おもな品目 9月30日までの
手数料

10月1日からの
手数料

布団 200円 300円
いす（応接用いすを除く） 200円 300円
衣装箱 200円 300円
テ－ブル 500円 600円
シングルベッド（ベッドマットを除く） 800円 1,000円
自転車 500円 600円
電気掃除機 200円 300円
照明器具 200円 300円

改定廃棄物処理手数料
10月1日㈫から

されますが
家庭から出される粗大ごみのごみ処理手数料と、お店や会社など事業系のごみ処理手数料が変更となります。
粗大ごみや事業系ごみを出すときは所定の額のごみ処理券を購入し、貼って出してください。

問い合わせ／品川区清掃事務所☎3490－7051

10月1日㈫から手数料が変わるとともに、有料ごみ処理券を
新券に切り替えます。現行券については9月末までに使い切
れるよう、必要数を購入してください。

品川区有料
ごみ処理券

9月30日までの料金 10月1日からの料金

1セット 1枚あたり 1セット 1枚あたり

70ℓ券
（1セット5枚） 2,135円 427円 2,415円 483円

45ℓ券
（1セット10枚） 2,740円 274円 3,100円 310円

20ℓ券
（1セット10枚） 1,220円 122円 1,380円 138円

10ℓ券
（1セット10枚） 610円 61円 690円 69円

排出事業者の方が許可業者へ処理を委託する契約料金の上限
も、1kgにつき36.5円になります。また、清掃工場などに直
接ごみを持ち込んだ場合、10月1日持ち込み分から1kgにつき
14.5円の手数料が15.5円に改定されます。

事業系ごみ処理手数料と処理券の変更粗大ごみ処理手数料の変更

ごみ収集を業者委託している方へ

MeatMeat青果青果

八百屋
さん

肉屋
さん

魚屋
さん
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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/
●コーヒー入れボランティア
障害者施設で利用者へコーヒーを
入れます。
日週1回（金・土・日曜日）
13:30～15:00
場かもめ園（八潮5）
●演芸披露
高齢者施設で歌やマジック、舞踊、
楽器演奏などを披露します。
日月～金曜日（不定期）
13:30～14:15
場仁済デイサービスセンター大井
（大井1）
●傾聴ボランティア
高齢者施設でお茶出しと話し相手
をします。
日月1・2回　※日時は応相談。
場晴楓ホーム（東品川3）

●作業手伝い
障害者施設で菓子製造や作業の手
伝いをします。
日週1回（月～金曜日）
※時間は応相談。
場かもめ第一工房（北品川3）
●利用者活動支援
障害者施設でレクリエーションや
散歩、作業の補助をします。
日月・火・木・金曜日
9:00～16:00のうち1時間程度
場西大井福祉園（西大井5）
●フロア手伝い
食事の配膳やお茶出しなどの手伝
いをします。
日土・日曜日、祝日
9:00～12:00か12:00～15:00
場ケアセンター南大井（南大井5）

■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

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7月22日㈪午後2時～3時30分
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

ポ

ポ

ポ

●次のものは粗大ごみでの収集はできません
・冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ、エアコ
ン（室内・外機）
買い替えする店か家電リサイクル受付センター☎5296－7200へお問
い合わせください。
・パソコン本体とディスプレイ
メーカーなどに回収依頼をしてください。リサイクル料金や受付窓口
は、各メーカーのサービスセンターかパソコン3Ｒ推進協会☎5282－
7685へお問い合わせください。
・危険物・毒物・耐火金庫など
専門処理業者に処分をお願いしてください。
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粗大ごみ粗大ごみ は  は 受付センター受付センター へ  へ お申し込みくださいお申し込みください

問い合わせ／品川区清掃事務所☎3490－7051

月～土曜日の戸別収集か、日曜日に品川区資源
化センターに直接持ち込むか選択します。
※持ち込みの場合、品目によっては戸別収集に比べて処理
手数料が割安になります。申し込みのときに確認してくだ
さい。
※粗大ごみとして出す前に、まだ使用できないか考えま
しょう。本紙21日号で案内しているリサイクルショップ
「リボン」やリサイクル情報紙「くるくる」もご活
用ください。

　　　　予約時に案内された手数料
　　　分の「品川区有料粗大ごみ処
　 理券」を、区内の「有料ごみ処理
券取扱所」の掲示のある商店・スー
パーマーケット・コンビニエンスス
トアなどで購入してください。
※10月1日㈫から粗大ごみ処理手数料が改定
されます。主な品目の手数料については本紙
1ページをご覧ください。

月～土曜日午前8時～午後9時に☎5715－1122へ
※祝日も受け付けます。
※日曜日に直接持ち込む場合は、「直接持ち込む」と申し出てください。

https://www.tokyosodai.jp/shinagawa/
　　にアクセスし、画面に必要な情報を入力してください。
　　　※24時間受け付けます。
　　　　※区ホームページからもアクセスできます。

予約した収集日の午前8時までに、「品川区有料粗大
ごみ処理券」を粗大ごみに貼り、自宅の前など指定され
た場所へ出します。

指定された日の午前9時～午後4時に、「品川区有料粗大ご
み処理券」を粗大ごみに貼って、品川区資源化センター（八
潮1－4－1）へ持ち込みます。

21 「粗大ごみ受付センター」へ申し込む

粗大ごみ処理券を購入する粗大ごみを出す

出し方を決める
電話で

インターネットで

4 3

戸別収集で出す

日曜日に持ち込む

見本

A券（200円）

B券（300円）

見本

取扱所には
このステッカーが
はってあります

自転車や家具
など、家庭から
大型のごみを出すと
きは、事前に申し込
みが必要です。
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ご支援・ご協力ありがとうございました

6月30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。今後も順次被災地に届けていきます。
問総務課☎5742－6625

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

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への義援金受付は、25年3月31日で
終了しました。

義援金総額（6月30日現在）254,892,391円

対象の方へ7月中旬に「保険料額決定通知書」を送ります。
※保険料は、24年中の所得をもとに「東京都後期高齢者医療広域連合」
が決定しています。

東京都における均一保険料（年額）　100円未満切り捨て

＊前年の総所得、山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額な
どの合計から基礎控除額33万円を控除した額です（ただし、雑損失の
繰越控除額は控除しません）。

保険料の軽減について

次のいずれかにあてはまる方は、24年度に引き続き、25年度も保険料
の軽減措置があります。
①所得が一定の基準以下の方（基準についてはお問い合わせください）
②後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険（国民健
康保険・国民健康保険組合は除く）の被扶養者であった方

保険料の納付方法

①口座振替
現在、口座振替で保険料をお支払いの方は、引き続き口座振替となり
ます。
②特別徴収（年金から差し引きます）
公的年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として年金から差し
引きます。
※新たに加入した方（75歳になった方）や、他の区市町村から転入し
た方は、最初は納付書で支払い（普通徴収）、途中から特別徴収となり
ます。
※保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除となります。特別徴収の
方は、本人の社会保険料控除に適用されます。口座振替の場合は、口
座振替により支払った方に適用されます。
③普通徴収（納付書で支払います）
公的年金の受給額が年額18万円未満の方か、介護保険料と後期高齢者
医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金受給額の2分の
1を超える方は、「納付書」で支払います。
※②③の方で、口座振替を希望する方は手続きが必要です。

●詳しくは「保険料額決定通知書」に同封の「後期高齢者医療制
度の保険料について」をご覧ください。

1割負担に変更できる場合

対象／次のいずれかにあてはまる方
①同じ世帯に被保険者が2人以上で、
収入額の合計が520万円未満
②世帯に被保険者が1人で、収入額の
合計が383万円未満
③世帯に被保険者が1人で、収入額の
合計が383万円以上でも、同じ世帯に
70～74歳の方がいる場合は、その方
との収入額の合計が520万円未満

この認定証を医療機関に提示すると、保険が
適用される医療費が自己負担限度額までとな
り、入院時は食事代も減額されます。申請月
の1日から有効となるので、入院する月のうち
に申請してください。
対象／住民税非課税世帯の方
申請に必要なもの／
①後期高齢者医療被保険者証
②認め印
③本人確認できるもの（即時交付を希望の方
のみ）
※有効期限が25年7月31日までの認定証をお持
ちで、8月からも資格がある方には、新しい認
定証を7月下旬に送ります。申請は不要です。

後期高齢者医療制度に加入している方へ
問い合わせ・申し込み／国保医療年金課高齢者医療係（本庁舎4階☎5742－6937、6736）

25年度後期高齢者医療制度の保険料が決まりました

8月から医療費の負担割合が変わる方へ
新しい保険証を7月下旬に簡易書留で送ります

後期高齢者医療限度額適用・標準
負担額減額認定証を交付します

東京都の
保険料

（限度額55万円）

均等割額
被保険者
1人当たり
40,100円

所得割額
賦課のもととなる
所得金額＊

×
8.19％

＝ ＋

　月　　日㈰
参議院議員選挙投票日
投票時間：午前7時～午後8時
　投票の際には、入場整理券に記載されている投票所へご自分の
名前が記載されている入場整理券をお持ちください。
　万一、入場整理券を紛失しても投票することができますので、
投票所の相談係にお申し出ください。
問い合わせ／選挙管理委員会事務局☎5742－6845

77 2121

負担割合の判定のしかた

○1次判定（課税所得による判定）
負担割合3割＝25年度の住民税の課税所得（24
年1～12月の収入が対象）が145万円以上の後
期高齢者医療制度の被保険者や、その方と同じ
世帯の被保険者
負担割合1割＝3割負担以外の被保険者
○2次判定（収入額の合計額による判定）
1次判定では3割負担となるが、24年中の収入
額（必要経費などを控除する前の金額）が次の
基準にあてはまる場合は、申請により、負担割
合を1割に変更できます。対象となる方には申
請書を送りましたので、手続きをしてください。

しながわお休み石設置協力者募集しながわお休み石設置協力者募集
区では、歩く途中でちょっと一休みできる ｢しながわお休み石｣ を設置して
います。お休み石には、設置協力者の名前や記念のメッセージを刻んだ記念
プレートを取り付け、皆さんの善意を目に見える形で残すことができます。
協力金／一口50,000円　設置場所／品川区内　※設置場所は指定できません。
問8月9日㈮までに、はがきに ｢お休み石｣ とし、住所、氏名か団体名、電話
番号、申込理由を都市計画課計画調整担当（〠140－8715品川区役所☎5742
－6760）へ



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

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員

¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ（http://）情報館 情報館は4～7ページです

平成25年
（2013）
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日8月19日㈪～23日㈮・26日㈪～30日㈮（全10回）
小学生＝午後1時30分～3時30分
中学生＝午後4時～6時
場きゅりあん（大井町駅前）
内社会人や学生ボランティアによる個別型学習指導
人区内在住で、ひとり親家庭のお子さん小学4～6年
生・中学生各20人（先着）
持ち物／学習したい教材・筆記用具
申7月31日㈬までに、電話（月～金曜日午前10時～午
後6時）かFAX、Eメールで、住所、氏名、学年、電話番
号、保護者名をキッズドア（☎6231－1029 Fax6862
－6093 info@kidsdoor.net）へ
問子育て支援課児童家庭相談係☎5742－6589

日8月18日㈰午前10時10分「新子安駅」集合
内工場見学、昼食会
人ひとり親家庭の親子50人（抽選）
※お子さんは4歳以上。
￥1,500円、小学生1,000円、幼児500円
説明会・集金／7月21日㈰午後2時より、きゅりあん
（大井町駅前）
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申7月17日㈬までに、電話で子育て支援課児童家庭
相談係☎5742－6589へ

親子でバーベキューや水遊びをします。
日8月4日㈰午前10時30分～午後2時

場しながわ区民公園（勝島3－2）　※雨天の場合は、
東大井児童センター（東大井1－22－16）。
人区内在住で、4歳以上のお子さんと父親25組（抽選）
￥1人600円（食材費）
持ち物／食器（割れにくいもの）、箸、水筒、軍手、
タオル、着替え、虫よけ、帽子
申7月18日㈭（必着）までに、往復はがきで講座名、
住所、電話・FAX番号、参加者全員の氏名（ふりがな）・
年齢・性別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

間伐材について学びながら、公園から出た間伐材を
利用し工作をします。
日8月23日㈮午前10時～正午 ※雨天時は8月26日㈪。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
人小学3・4年生10人（抽選）　※保護者の同伴可。
申7月22日㈪（必着）までに、はがきかFAX、Eメー
ルで住所、氏名、学年、保護者名・連絡先（Eメー
ルアドレス可）を品川区商店街連合会（〠141－
0033西品川1－28－3☎5498－5931 Fax5498－5933
shoren@shinagawa.or.jp）へ

問環境課☎5742－6755

めずらしい昔の道具など、昔の世界に触れてみません
か。8月31日まではワークシートに全問正解すると品
川歴史館特製記念品をプレゼント。夏休み限定のスタ
ンプもあります。遊びながら歴史にチャレンジしよう。
日7月17日㈬～10月6日㈰
※休館日は9月17日㈫・24日㈫、月曜日、祝日。

観覧料／100円、小中学生50円
※20人以上の団体は2割引。区内小中学生・70歳以
上の方・障害のある方は無料。
※観覧料は常設展示の観覧料を含む。
場問同館（大井6－11－1☎3777－4060）

ロボットの仕組みを学びながら作ります。

コース 内容 日程 対象 定員
（抽選） 金額

Ａ 創作型火星
探査ロボ

8月17日㈯・
18日㈰（全2回）小学4～

6年生

20人 2,000
円

Ｂ 自律型プログ
ラミングロボ 8月17日㈯～

19日㈪（全3回）

30人 各
3,000
円Ｃ 創作型果物

収集ロボ 中学生 20人

※時間は午前10時～午後5時。
場産業技術高等専門学校（東大井1－10－40）
申7月25日㈭までに、電話かFAXで住所、氏名、学年、
電話番号をものづくり・経営支援課（☎5498－6333 
Fax5498－6338）へ

自分だけの積み木を作りゲームを行います。
日8月11日㈰午後2時～4時　
講師／佐々木重孝（樹楽製作所マネジャー）
人小学1～3年生と保護者18組（抽選）
持ち物／制作物を持ち帰る袋
場申7月25日㈭（必着）までに、往復はがきかFAX
で講座名、参加者全員の住所・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。

ひとり親家庭学習支援事業
ぐんぐんサマースクール

ひとり親家庭「キリン工場見学と食事会」

夏休みは品川歴史館に行こう!!
楽しい子ども歴史コーナー

夏休みこどもECOツアー参加者募集

　7月中旬に納入通知書を発送します。介護保険料
は、第1号被保険者と世帯全員の25年度区民税を
もとに決定し、一人ひとり個別に納めていただき
ます。年金受給月ごとに納付（年金からの天引き、
年6回）する特別徴収と、納付書・口座振替（自動
払込）で納付する普通徴収があります（特別徴収
が原則で、選択制ではありません）。
　普通徴収の方は、納付期限までにお支払いくださ
い。介護保険料の納付が滞ると、未納の期間に応
じて介護保険の給付が制限される場合があります。

※保険料段階が第3・4段階で一定の要件を満たし
ている方には保険料が減額される制度があります
（特例減額）。詳しくは、通知書に同封されている
ちらしをご覧ください。
○25年度は、介護保険制度第5期事業計画の2年目
となります。介護保険料の基準額を24年度と同額
（月額4,700円）として、保険料段階を13段階に細
分化し、所得などの条件に細かく対応した保険料
となるようにしています。
問高齢者福祉課介護保険料係☎5742－6681

　65歳以上の方（第1号被保険者）の25年度の介護保険料が決まりました

環境学習講座「間伐材を使って楽しい工作をしよう」

パパズプログラム～パパといっしょにデイキャンプ！

自分で作るロボット講座

ポ

　いきいき筋力向上トレーニング～参加者とトレーニング協力員募集　　　　　暮らしを楽しく過ごすには筋力アップで体力維持！！

みんなで楽しく始めよう！
いきいき介護予防！
日8月11日㈰午後3時～4時30分
内介護予防の話、予防事業（水中ト
レーニング・マシンでトレーニング
とミニデイサービス）の説明と見学
人区内在住で、65歳以上の介護認
定を受けていない心身に不安のある
方50人程度（先着）
場申8月9日㈮までに、電話でさくら会
（南大井5－19－1☎5753－3900）へ

コース 日時（全24回） 会場 対象（抽選） 内容 費用

いきいき

8月26日からの
月・木曜日
午前10時～11時30分

東品川シルバーセンター
（東品川3－32－10）

次の全てにあてはまる方①おおむね
65歳以上②自力で会場への往復が
できる③現在運動をするのに支障
がない④7月23日㈫午前・午後（品
川第一区民集会所）、25日㈭午前（東
品川シルバーセンター）、30日㈫午
後（荏原いきいき倶楽部）に行う事
業説明会のいずれかに必ず出席で
きる　各16人

筋力トレーニングマ
シンを使ったトレー
ニング、ウオーキン
グ、ストレッチ運動
などを通して日常生
活に必要な動作を
スムーズに行える筋
力づくりやバランス
維持

各
7,200
円

8月27日からの
火・金曜日
午前10時～11時30分

荏原いきいき倶楽部
（荏原6－2－8）

8月27日からの
火・金曜日
午後2時～3時30分 品川保健センター

（北品川3－11－22）
はつらつ

8月26日からの
月・木曜日
午後2時～3時30分

上記にあてはまり、体力に自信のあ
る方16人

上記に加え、もう一
歩進んだ体力づくり

申7月19日㈮までの月～金曜日午前10時～午後5時に本人が電話でコナミスポーツ＆ライフ 0120－919－
573へ
問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

●トレーニング協力員　 

月・
木曜日

午前9時30分
～正午

東品川シルバー
センター

午後1時30分
～4時

品川保健
センター

火・
金曜日

午前9時30分
～正午

荏原いきいき
倶楽部

午後1時30分
～4時

品川保健
センター

内会場の準備、トレーニングの補助
など　
謝礼／1回2,000円　
申電話でコナミスポーツ＆ライフへ

※ポは地域貢献ポイント事業の対象です。

詳しくは本紙2ページをご覧ください。

ポ



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

ろば康ひ健

（5）

お知らせ
自主グループ講師派遣制度の
利用団体を追加募集します
自主グループが行う学習会の講師謝礼
の一部を区が負担します。
人3月31日までに社会教育関係団体に
登録した20団体程度（選考）
助成額／9月1日～26年2月28日に実施
する学習会の講師謝礼（1回分）の実費
（上限16,000円）
申7月26日㈮までに、申請書を文化スポー
ツ振興課文化振興係、文化センター、こ
みゅにてぃぷらざ八潮、八潮地域センター
へ持参　※申請書は申し込み先で配布。

25年度国民年金保険料の免除・若年
者納付猶予の申請を受け付けています
　保険料を納めることが困難な場合に
は、本人・配偶者・世帯主それぞれの
所得（25年度の申請は24年中の所得）
が限度内であれば、納付を免除・猶予
する制度があります。また失業した方
の所得を審査対象としない「特例免除」
の制度もあります。前年度の免除・若
年者納付猶予が「継続承認」されてい
る方以外は、申請が毎年度必要です。
　なお、24年度（24年7月分～25年6
月分）の免除・若年者納付猶予の申請
受付は7月末までです。お忘れの方は早
めに申請してください。
申国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

空き缶回収運動（エコスポッ
ト）のポイント交換・換金
24年度で終了した空き缶回収運動（エ
コスポット）のためたポイントは期限
までに交換・換金してください。
交換・換金期限／26年2月28日㈮
交換・換金方法／
・500ポイント（満点カード）は品川区
内共通商品券1枚（500円相当）と交換
・500ポイント未満の場合は換金
換金レート／2ポイント＝1円　※1ポイ
ント残った場合は1円とみなして換金。
交換・換金場所／
①品川区商店街連合会事務局（西品川
1－28－3中小企業センター4階、月～
金曜日10:00～17:00）
②北品川商店街事務所（北品川2－4－
17、月・水・金曜日12:00～16:00）
③戸越銀座商店街事務所（戸越1－15－
16、月～金曜日10:00～17:00）
④荏原町商店街事務所（中延5－6－
16、月～金曜日14:00～17:00）
※いずれも祝日を除く。
問環境課環境推進係☎5742－6755

「品川区中小企業ニーズ調査」
へのご協力をお願いします
区では現在、中小企業の現状や採用動
向、今後求める支援策などを把握する
ため、区内中小企業（抽出約3,000社）
を対象に「中小企業ニーズ調査」を委
託先を通して実施しています。調査へ
のご協力をお願いします。
問ものづくり・経営支援課就業支援担
当☎5498－6352

国民健康保険の夏季施設
夏の民宿「出口荘｣
日7月20日㈯～8月15日㈭宿泊
※1回につき2泊まで。
交通／「三浦海岸駅」徒歩15分
￥品川区国民健康保険・後期高齢者医
療制度加入者2,600円、小学生2,100円
※1泊2食付き。
※小学生未満は600円（食事・寝具無し）。
※加入していない区民の方は3,800円、
小学生3,300円で利用できます。
パンフレット配布場所／国保医療年金
課、地域センター、文化センター、総
合体育館、戸越体育館
申利用者の氏名・年齢、国保などの加
入者は保険証の記号番号を控え、国保
医療年金課保険事業係（本庁舎4階☎
5742－6675）へ
※電話での予約もできます。
※空室情報は国保医療年金課の掲示板
か区ホームページをご覧ください。

介護者教室
●荏原在宅介護支援センター
日7月20日㈯午後1時30分～3時
内熱中症対策　人30人（先着）
場申7月19日㈮までに、電話で同セン
ター（荏原2－9－6☎5750－3704）へ
●戸越台在宅介護支援センター
「エンディングノート」について、専門
家が記入の仕方も含めて紹介します。
日8月3日㈯午後1時～3時
人20人程度（先着）
場申7月31日㈬までに、電話で同セン
ター（戸越1－15－23☎5750－1053）へ

海外へ行く方へ
国民健康保険に加入している方が、旅
行などで海外滞在中に病気やけがをし、
病院などで治療を受けた場合は、日本
国内で健康保険が適用される範囲内で
国民健康保険の給付が受けられます。
●治療目的の渡航や、次のような医療
は対象となりません
・人工授精などの不妊治療や臓器移植
・性転換手術、美容整形
・そのほか保険のきかない診療、入院時
の差額ベッド代など
●申請は帰国後に行ってください
手続きに必要なもの／
①診療内容明細書（医療機関で記入）
②領収明細書（医療機関で記入）
③領収書原本
④国民健康保険被保険者証（保険証）
⑤世帯主の印鑑（スタンプ印不可）
⑥世帯主の銀行口座のわかるもの
⑦帰国していることが確認できるもの
（パスポートなど）
※①②の様式は国保医療年金課にあり
ますので、海外へ行く場合は事前に取
り寄せてください（区ホームページか
らダウンロードもできます）。
※①②が外国語で書かれている場合は、
翻訳者の住所・氏名を記載した翻訳文
が必要になります。
※医療制度の違いや通貨換算規定によ
りお支払いの費用が補償されない場合
がありますのでご了承ください。
申国保医療年金課給付係
（本庁舎4階☎5742－6677）

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

※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）

7月14日㈰
15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）

7月14日㈰

　　　林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
　　　堀内歯科医院 東五反田 2 － 3 － 3 ☎3449－1033
　　　今村歯科 中　延 3 －13－14 ☎3785－1419
　　　阿部整骨院 西品川 3 － 1 －20 ☎3490－2730
　　　せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161

7月15日㈷

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　上杉歯科医院 東五反田 5 －27－ 6 ☎3440－0881
　　　のぐち歯科 中　延 5 － 3 －12 ☎3784－5214
　　　篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
　　　昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

7月13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

7月20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

薬
小内

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

二人で子育て（両親学級）
会場 日時
品川保健
センター 9/15㈰ ① 9:30～12:30

②13:30～16:30
荏原保健
センター 9/ 7㈯ 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8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

ひきこもりシリーズ学習会（第2回）

日7月25日㈭午後2時～4時
内思春期になぜつまずくか
講師／袖本礼子（臨床心理士）
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

小

歯

骨

歯

小

骨

内

予防が第一です。気になる事が
ありましたら高齢者福祉課支援
係（☎5742－6729・30・37）へ
シルバーセンターを日中の避暑
場所としてご利用ください。
高齢者いきがい課シルバーセン
ター係☎5742－6946

高齢者の熱中症を防ごう

子宮頸
けい

がん予防接種の積極的勧奨の差し控えについて
現在、厚生労働省では、ワクチン接種と因果関係が否定できない持
続的な疼

とう

痛がワクチン接種後に見られたことから、その発症頻度など
について調査しています。品川区では、この調査結果が出るまでの間、
ワクチン接種の積極的な勧奨を差し控えさせていただきます。
※定期予防接種の中止ではありませんので、接種を希望される方は、有
効性と接種による副作用のリスクを十分に理解したうえでお受けくださ
い。詳しくは、区ホームページにてリーフレットなどをご覧ください。
問保健予防課☎5742－9152
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親元近居支援事業（三世代す
まいるポイント）
品川区内で親と近居・同居することに
なった子世帯に対し、転入・転居にか
かった費用の一部を「三世代すまいる
ポイント」として交付します（上限10
万ポイント）。ポイントは区内共通商品
券などと交換できます。
申し込みの主な要件／
①子世帯に中学生以下のお子さんがい
る
②子世帯が区外から転入、または区内
転居により親・子両世帯の住居間の距
離が1,200ｍ以内（およそ徒歩15分圏
内）になった
③近居・同居開始から3カ月以内
④親または子世帯が区内に1年以上居住
※予定件数を上回った場合は抽選とな
ります。詳しくは同課で配布する募集
案内をご覧ください。区ホームページ
からダウンロードもできます。
問都市計画課住宅運営担当
（本庁舎6階☎5742－6777）

第123回高齢者と介護者のた
めの料理教室
日7月23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）
内簡単らくらくクッキング
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
人20人（先着）
￥600円
申7月19日㈮までに、電話で戸越台特
別養護老人ホーム☎5750－1054へ

西大井創業支援センター
入居者募集
所在地／西大井1－1－2Ｊタワー西大井
募集対象／創業支援スペース（9㎡）
月額使用料／35,100円
※保証金（月額使用料の3カ月分）が必要。
応募資格／製造業（ファブレス）、情報
関連産業などで創業を予定しているか、
創業後おおむね3年以内の企業または個
人など
審査方法／書類審査、面接審査
申7月31日㈬までに、申込書と必要書
類をものづくり・経営支援課ものづく
り支援係（〠141－0033西品川1－28
－3☎5498－6333）へ郵送か持参
※詳しくはお問い合わせください。

国民健康保険「限度額適用認
定証」の更新手続きについて
入院・外来の医療費の窓口での支払い
が自己負担限度額までとなる「限度額
適用認定証」「限度額適用・標準負担額
減額認定証」の有効期限は7月31日㈬
までです。引き続き8月からの認定証が
必要な方は、窓口で更新手続きをして
ください（代理申請可）。
手続きに必要なもの／
①現在の認定証
②国民健康保険被保険者証（保険証）
③高齢受給者証（70～74歳の方）
※国民健康保険料を滞納している場合、
認定証を交付できないことがあります。
※単身世帯で入院中の方は郵送手続き
についてご相談ください。
申国保医療年金課給付係
（本庁舎4階☎5742－6677）

学校プール夏季一般開放
日時 学校名
7/20㈯

13:30～15:30
台場・芳水・第二延山・
源氏前・鮫浜小学校

7/21㈰
10:00～12:00
13:30～15:30

冨士見台中学校

7/27㈯、8/3㈯
13:30～15:30 台場・芳水・第四日野・

第二延山・源氏前・鈴ケ森・
鮫浜小学校、
冨士見台中学校

7/28㈰、8/4㈰
10:00～12:00
13:30～15:30
8/10㈯

13:30～15:30
第四日野・第二延山・
源氏前・鮫浜小学校

8/11㈰
10:00～12:00
13:30～15:30

第四日野・第二延山・
源氏前・鈴ケ森・
鮫浜小学校

人4歳以上の方　※小学3年生以下は、
2人につき保護者（15歳以上の方）1人
のプール内への付き添いが必要です。
参当日、水泳帽・水着を持って会場へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

ソフトバレーボール教室
日7月28日～8月25日の日曜日
午後1時～3時
￥1回100円、小中学生50円　
運営／杜松地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き
を持って豊葉の杜学園（二葉1－3－40）
へ　
※入口は荏原第五地域センター。
問文化スポーツ振興課スポーツ係

シルバー水泳教室
日10月8日～11月26日の火曜日
午前11時30分～午後1時（全8回）
場日野学園温水プール（東五反田2－
11－2）
人60歳以上の健康な方50人（抽選）
※後日、過去1年以内の健康診断結果の
写しを提出。　
￥1,840円（保険料込）
申7月25日㈭までに、往復はがきで教
室名、住所、氏名、年齢、性別、電話
番号をスポーツ協会へ
※説明会は、8月20日㈫午前10時から
総合体育館。

初級・中級硬式テニス教室
日8月29日～10月17日の木曜日
午後7時～9時（全8回）
※予備日は10月24日㈭・31日㈭。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
人学生を除く、16歳以上でラリーので
きる方20人（抽選）
￥12,000円（保険料込）
申8月7日㈬までに、往復はがきかFAX
で教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、
テニス歴をスポーツ協会へ

スポーツ

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

硬式テニス
9月8日㈰・16日㈷
10月20日㈰
予備日9月23日㈷

大井ふ頭中央海浜公園
（八潮4－1）他

男子8/14㈬
女子8/21㈬

シングル580円
ダブルス1組880円

〇9/8一般男子、壮年男子（50歳以上）
〇9/16一般女子、壮年女子（50歳以上）
〇10/20男女準決勝・決勝
※種目は一般はシングル、壮年はダブルス。

陸上競技 9月22日㈰
大井ふ頭中央海浜公園
（八潮4－1）

8/11㈰
500円
小中高生300円

〇小学3・4年男子・女子（80）〇小学5・6年男子・女子（100、800）
〇中学男子（100、200、1,500、3,000、400リレー、走り幅跳び、走
り高跳び、砲丸投げ）〇中学女子（100、200、800、1,500、400リレー、
走り幅跳び、走り高跳び）〇壮年男子（40歳以上）（60、5,000）〇
壮年男子（50歳以上）（3,000）○壮年男子（60歳以上）（5,000）〇一
般男子（高校生含む）（100、200、400、1,500、5,000、走り幅跳び、
砲丸投げ）〇一般女子（高校生含む）（100、200、1,500、走り幅跳び）
※リレーを除き1人2種目まで可。※（　）内の単位：ｍ

申申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ（7月16日㈫、8月19日㈪を除く）

第63回品川区民スポーツ大会　秋季

夏の特別プログラム週間
日程 時間 種目 日程 時間 種目

7/17㈬

13:00～14:00 ピラティス入門
7/23㈫

13:30～14:30 足の筋トレとやさしい腹筋★
14:10～15:10 ヨーガ入門 20:15～21:15 ボディパンプ★
19:00～20:00 ボディヒーリング

7/24㈬
19:00～20:00 ボディヒーリング

20:15～21:15 ジャズダンス★ 20:15～21:15 フラメンコ入門★
7/18㈭ 11:00～12:00 ヨーガ入門 7/25㈭ 10:45～11:45 ヨーガ入門

7/19㈮
9:30～10:30 骨盤調整コンディショニング

7/26㈮
9:30～10:30 骨盤調整コンディショニング

13:00～14:00 足の筋トレとやさしい腹筋★ 10:45～11:45 ピラティス入門
7/20㈯ 19:30～20:30 ボディコンバット★

7/30㈫

11:00～12:00 代謝を上げて脂肪を落とす教室★

7/23㈫
11:00～12:00 代謝を上げて脂肪を落とす教室★ 12:15～13:15 骨盤調整でめざせ！すっきりボディ！
12:15～13:15 骨盤調整でめざせ！すっきりボディ！ 13:30～14:30 足の筋トレとやさしい腹筋★

20:15～21:15 ボディパンプ★

※★印の種目は、上履き
が必要です。
人16歳以上の方各20人
（先着）
￥1種目400円
申当日、運動のできる服
装で、タオル、飲み物を
持って総合体育館へ

総合体育館トレーニング室

お知らせ



手づくり講習会と折り紙会
布で金魚のマスコットなどを作ります。
日7月17日㈬
午前10時30分～正午、午後1時～3時　
※受付は午後2時まで。
￥200円（材料費）
場参当日、直接啓発展示室（第二庁舎3
階）へ
問消費者センター☎5718－7181

国保健康セミナー参加者募集
日8月31日㈯午後1時30分～3時30分
場講堂（第三庁舎6階）
内タニタ管理栄養士による講演「500
㎉満腹定食のコツ」他
人150人（抽選）
※品川区国民健康保険加入者優先。
申7月31日㈬（必着）までに、往復は
がきに「国保健康セミナー」とし、住所、
氏名、電話番号、品川区国保加入者は
保険証の記号番号を国保医療年金課保
健指導係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6902）へ

区民大学入門講座
①Word2010で作る小冊子
日8月21日㈬・26日㈪
②Excel2010で作る年間カレンダー
日9月2日㈪・4日㈬
－－－－－－－－　共　　通　－－－－－－－－
※時間は、午前9時30分～午後4時30分。
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9
－11）
人ローマ字入力ができる16歳以上の方
各20人（抽選）　※①②両コース受講可。
￥各2,000円
申8月6日㈫（必着）までに、往復はが
き（1コース1枚）に「区民大学パソコ
ン教室」とし、希望日、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号をコム
ワーク（〠141－0032大崎2－4－6ア
イアカデミー内）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

区民大学連携講座・産業技術大
学院大学「3Dプリンター革命」
日8月24日㈯午後1時30分～3時
※交流会（参加費200円）は午後3時～4時。
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9
－11）
内「3Dプリンター革命～ものづくりの
未来が変わる～」
講師／越水重臣（産業技術大学院大学
准教授）
人16歳以上の方50人（抽選）
申8月2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、交流会参加の有無を
文化スポーツ振興課生涯学習係へ

産業技術高専オープンカレッジ「ア
ナログ信号処理回路の基本設計法」
SPICEシミュレータを用いて、実用的
なアナログ回路の基本設計手法を学び
ます。
日8月17日㈯午前10時～午後3時
24日㈯午前10時～正午（全2回）
人技術者・大学生以上の方8人（抽選）
￥6,500円
場申8月1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

地震予知研究の最前線
「地震と防災に関する特別講演会」
地震大国日本で地震と共存していくた
めに、地震予知研究の専門家から必要
な防災について学びます。
日8月26日㈪午後2時～3時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／長尾年恭（東海大学海洋研究所
地震予知研究センター長）
人200人（先着）
主催／東京商工会議所品川支部
申電話かFAXで東京商工会議所品川支
部（☎5498－6211 Fax5498－6222）へ
問総務課総務係☎5742－6625

メイプルカルチャー講座
①かづきれいこメイク
日7月20日㈯、8月17日㈯、9月21日㈯
午前10時～正午（全3回）
人16人（先着）　￥6,000円（教材費別）
②フローラルペインティング
日7月19日～9月27日の金曜日
午前10時～正午（全5回）
※全6回のうち2回目からの途中入会。
人10人（先着）　￥8,000円（教材費別）
③フランス語入門
日7月24日～9月25日の水曜日
午後1時30分～3時（全8回）
※全10回のうち3回目からの途中入会。
7月17日㈬の体験受講（500円）が必要。
人「第一群規則動詞の活用」「場所をあら
わす状況補語」などがわかる方10人（先着）
￥17,600円（テキスト代別）
④気軽に英会話〈中級〉
日7月23日～9月17日の火曜日
午後7時～8時30分（全8回）
※全10回のうち3回目からの途中入会。
7月16日㈫の体験受講（500円）が必要。
人ある程度話題を広げて会話ができる方
10人（先着）　
￥17,600円
⑤オルネ・リボン・プリザーブド～フ
ラワーアレンジメント
日8月20日㈫、9月17日㈫
午前10時～正午（全2回）
※全3回のうち2回目からの途中入会。
人16人（先着）　￥3,600円（教材費別）
⑥好きな画材で描く～人物画入門
日7月18日㈭、8月29日㈭、9月19日㈭
午後1時～4時（全3回）
人15人（先着）　￥5,400円（モデル代別）
－－－－－－－－　共　　通　－－－－－－－－
場申電話で同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ

品川の水辺観光
水陸両用バスがやってくる！
水陸両用バスで水辺観光してみませんか。

コース／しながわ水族館⇒大崎駅⇒東
京湾（海上）⇒大崎駅⇒しながわ水族館
日7月21日㈰～8月18日㈰

水族館発
9:30、11:50、14:10、
16:30

大崎駅発
9:50、12:10、14:30、
16:50、19:10（金・土
曜日のみ）

人各40人（先着）
￥各3,300円、3歳～小学生各2,000円、
3歳未満（席なし）各500円
※天候により中止・ルート変更する場
合があります。※水陸両用バスには窓
ガラスがありません。
チケット販売／しながわ観光協会（大
井1－14－1午前10時～午後5時、月曜・
祝日休館）
東京ダックツアー☎6435－1722
主催／日本水陸両用車協会
問しながわ観光協会☎5743－7642
商業・観光課☎5498－6350

洒
し ゅ す い

水の滝まつり
品川＆山北「ふれあい交流」
日本の滝百選に選ばれている洒水の滝
の滝開きが行われます。
日7月28日㈰
午前9時45分～午後3時30分
場神奈川県山北町「洒水の滝」
交通／「山北駅」徒歩35分
内洒水太鼓奉納、滝開き、水行、お水
取り、奉納舞踊、太鼓競演（品川区よ
り「八潮太鼓之会」が出演）、洒水の火
祭りなど
問山北町観光協会☎0465－75－2717
地域活動課市町村交流担当☎5742－
6856

第205回日曜コンサート
日7月21日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／ヘンデル作曲「樹木の蔭で（ラ
ルゴ）」他
場・観覧方法／当日、中小企業センター
3階レクホール（西品川1－28－3☎
3787－3041）へ

（7）

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

講座・講演

催　し ★

★

3組による渾
こん

身のソロパフォーマンスと、華麗なるジョイントコンサート
です。
日10月26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／秋川雅史（テノール）、奥村愛（バイオリン）、いちむじん（ギター）他
￥3,500円（全席指定）　発売開始／7月20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／HP www.shinagawa-culture.or.jp/
※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

渡辺満里奈の絵本読み聞かせと
0歳からのクラシックコンサート
日8月3日㈯午前11時開演（午前10時30分開場）　場きゅりあん（大井町駅前）
出演／渡辺満里奈、中川賢一、礒絵里子、浜まゆみ、Buzz Five　他
￥3,500円、小学生以下1,500円（全席指定）※2歳児まで膝上鑑賞無料。

さかなクンの夏祭り さかなクンの夏祭り 
inしながわ水族館inしながわ水族館
夏休みに、タレントのさかなク
ンをテーマにした特別展を開
催します。7月20日のオープニ
ングにはさかなクンが来館し、
テープカットやトークショーを
行います。
日7月20日㈯～9月1日㈰
○さかなクンのフィッシュハウス：さかなクンの部屋を再現した、
秘蔵の宝物やお魚たちが暮らすひみつ基地。
○ふれあい水槽：縁日風にザリガニ釣りを体験。
○ショーステージ：さかなクンの“ギョギョンパ音頭”に合わせてア
シカが盆踊りを披露。
開館時間／午前10時～午後5時（入館は閉館30分前まで）
※8月1日㈭～31日㈯は午後6時まで延長。
￥1,300円（800円）、小・中学生600円（400円）、4歳以上300円
（200円）、65歳以上1,200円（700円）
※区内在住の方は、住所（65歳以上の方は年齢も）の確認できる
ものを提示すると（　）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☎3762－3433 HP
www.aquarium.gr.jp/）

秋川雅史秋川雅史

奥村愛

川雅史史

奥村愛奥村愛
いちむじんいちむじんい

品川区民芸術祭
2013 ジョイントコンサート

チケット
発売中



● いま、品川区では。
● 介護保険制度の運営状況
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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。

5月16日㈭、大崎第一地域センターで「目黒駅周辺帰宅困
難者対策協議会」の設立総会を開催。品川区と目黒区の事
業所・商店街・学校が主体となり、地震などで目黒駅周辺
に帰宅困難者が発生した場合、緊急車両の通行や安全確保
を目的とした、都内初の複数区関係者による協議会です。

西小山ミステリーツアー

5月25日㈯と26日㈰の2日間、西小山駅
周辺で「西小山ミステリーツアー2013」
が行われました。西小山駅周辺の5つの
商店街が主催し、参加者はオリジナルの
マップを手に、謎を解きながらゴールを
目指しました。

三者連絡会議防災訓練

町会・事業所・区による地域防災対策三
者連絡会議主催の防災訓練が実施されま
した。5月29日㈬は、谷山公園と大崎第
一地域センターで約160人が参加し、倒
壊家屋からの救出および搬送訓練やＡＥ
Ｄを用いた心肺蘇

そ

生の模擬訓練を実施。
5月30日㈭は、品川シーサイドジュネー
ブ広場で約200人が参加し、情報伝達訓
練などを行いました。

手作りみこしで練り歩き
6月7日㈮、城南
第二小学校の児
童約80人が参加
し、手作りのみ
こしを担いで元
気に練り歩きま
した。このみこし
は地元町会の東
親会とPTA、す
まいるスクール、
学校が一体とな
り完成させたも
のです。

区ホームページでも、品川区内の最近の
出来事をお知らせしています。

6月5日㈬、全教職員がいじめ根絶を目指した取り組みを
行う「小中一貫の日」（年3回）の第1回目を実施。今回は、
小学校の教員が連携する各中学校で授業参観し、卒業した
児童についての情報交換を行いました。今後、11月と2月
の第1水曜日にもいじめ防止研修などを予定しています。

6月11日㈫、天王洲運河水辺広場と周辺水域で「津波を想
定した水難救助訓練」を、区・警察・災害時協定を締結
している民間事業者と合同で、初めて実施。対岸の天王
洲アイルに取り残された人々を救出し、津波にのまれ漂
流している被災者を救助する訓練が行われました。

5月19日㈰、大崎高等学校で「戸越公園駅周辺まちづくり
シンポジウム」が開催されました。戸越公園駅周辺まち
づくり協議会の主催で、「これからのまちづくり」をテー
マに講演やパネルディスカッションなどが行われました。
休日にも関わらず、およそ200人の方が参加しました。

しながわ
写真
ニュース

5月25日㈯、西大井広場公園で区と区内三消防署合同水防
訓練が行われました。集中豪雨、台風のシーズンを前に、
浸水などによる被害軽減と水防部隊の活動技術の向上を
図ることを目的に、今年は約430人が参加。地元町会など
による家屋浸水防止活動も行われました。

5月26日㈰、しながわ中央公園で「しながわECOフェス
ティバル2013」が開催され、約2万5千人の来場者でにぎ
わいました。今年は公園会場の全使用電力について、廃
油を再利用したバイオ燃料による21台の発電機でまかな
い、節電を意識したフェスティバルとなりました。

6月3日㈪、就労支援研修センター（大井1）で、品川区若者
就業体験事業の入社式を開催。19歳～33歳の若者36人が参
加しました。本事業では、就業体験先での正規雇用に結び
つけ、雇用機会の拡大を図るとともに雇用のミスマッチを
解消し、区内中小企業の人材確保と人材育成を支援します。

6月3日㈪、大崎三五町会集会室（大崎5－2－1）内で気
軽に子育ての不安や悩みを相談でき、親同士が交流でき
る子育て交流サロン「大崎にこにこるーむ」のオープニ
ングイベントが開催。この事業は“ふれあいの家－おば
ちゃんち”が運営し、月3回程度月曜日に行われます。

「大崎にこにこるーむ」「大崎にこにこるーむ」
がオープンがオープン

目黒駅周辺の帰宅困難目黒駅周辺の帰宅困難
者対策協議会を設立者対策協議会を設立

品川区・区内三消防署品川区・区内三消防署
合同水防訓練合同水防訓練

しながわしながわEE
エ コエ コ

COCO
フェスティバルフェスティバル

若者就業体験事業が若者就業体験事業が
スタートスタート

「小中一貫の日」を制定「小中一貫の日」を制定

天王洲運河で天王洲運河で
水難救助合同訓練水難救助合同訓練

まちづくりシンポジウムまちづくりシンポジウム
開催開催

大崎第一地域（谷山公園）

品川第二地域（品川シーサイド　ジュネーブ広場）


