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10月は
「3Ｒ（スリーアール）
推進月間」です

「もったいない」の精神を大切に、3Ｒ活動【Reduceリデュース】ごみを出
さない（発生抑制）、【Reuseリユース】繰り返し使う（再使用）、【Recycle
リサイクル】再利用する（再生利用）、を広げ、「使い捨て型社会」から「循
環型社会」の実現を目指しましょう。
  問い合わせ　品川区清掃事務所リサイクル推進係☎3490－7098

○まだ使えるものは修理などをして大
切に使いましょう＊
○リサイクルショップやフリーマー
ケット、リサイクル情報紙を利用し、
必要な人に使ってもらいましょう
※リサイクルショップ「リボン」
は2ページをご覧ください。

○資源として新しいものに生まれ変わらせ再生利用しましょう
○資源となるものは資源ステーション回収・集団回収・拠点回収に出しましょう
○資源は分別して出しましょう
○ペットボトルのラベルとキャップは外しましょう
※10月から拠点回収に小型家電を追加しました。詳しくは2ページをご覧ください。

○マイバッグ・マイ箸・マイボト
ルを使いましょう
○必要のないレジ袋や過剰包装は
断りましょう
○使い捨てになるものは極力買わ
ないようにしましょう
○洗剤やシャンプーなどは詰
め替え品を選びましょう

毎月本紙21日号で、リサイ
クルや拠点回収などについ
て掲載しています。

資源です
汚れていないプラスチック製容器包装は

「資源ステーション回収」へ。

10月からごみ処理手数料と処理券が変わりました。
使いきれなかった旧券は、10月31日㈭まで使用することができますが、11月からは使用できません。
残数を確認し、早めに新券へ交換してください。
日時／月～土曜日午前9時～午後5時
交換場所／品川区清掃事務所（大崎1－14－1☎3490－7705）
品川区清掃事務所荏原庁舎（平塚1－10－11☎3786ー6552）
※販売店・区役所では交換できません。
○交換方法　同一種類の券を1枚単位で差額精算し、新券を交付します。旧有料ごみ処理券と印鑑を持って交換場所へ

事業系有料ごみ処理券事業系有料ごみ処理券の 旧券を 新券 に交換します交換します

＊修理・修繕を行う「リユース
事業協力（賛同）店舗」を紹介
しています
家具、家電製品、自転車、洋服、
靴、かばん、傘、寝具、ミシン、
眼鏡、畳、アクセサリーなど
※詳しくは区ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせく
ださい。

リサイクル情報紙
「くるくる」（1日発行）
ゆずりたい物・ゆずっ
てほしい物を紹介。区役
所や地域センターなどで
配布。
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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/

●おしぼりの作成
高齢者施設で使用するおしぼりを
作成します。
日週1回（1時間）※日時は応相談。
場ケアホーム西五反田（西五反田3）
●知的障害者の支援
余暇活動の企画から活動までを手
伝います。
日月1回（日曜日・不定期）
9:00～16:00
場ひまわり会（南品川5）
●陶芸ボランティア
高齢者施設で利用者に簡単な作品
作りを指導します。
日月2回（第1・3水曜日）
13:00～15:00
場大井在宅サービスセンター（大井4）

●将棋クラブの手伝い
幼児・小学生の将棋の相手をします。
日月2回（第2・4金曜日）
15:00～17:00
場東五反田児童センター
（東五反田5）
●音楽ボランティア
高齢者施設でピアノなどの演奏や
歌謡曲を利用者とともに歌います。
日13:30～14:30  ※日時は応相談。
場デイサービスセンター大森
（南大井6）
●カラオケ盛り上げ役ボランティア
高齢者施設でカラオケ機材の操作
や、盛り上げ役をします。
日週1回（水曜日）15:30～16:30
場荏原在宅サービスセンター（荏原2）

■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800円（交通費支給）

【協力会員募集説明会】
日10月22日㈫午後2時～3時
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

ポ

ポ

暮らしの中でのちょっとした心づかいがボランティアの始まりです。
できることから始めてみませんか。

洋服ダンスや大きなダイニングテーブルから、小型の衣
装ケースなど、たくさんの家具がそろっています。イン
テリア用品や、食器類、タオルなどの贈答品も扱ってい
ます。
営業時間 午前10時～午後5時30分
定休日 水曜日
住所 広町2－1－36（第三庁舎2階）
電話 5742－6933

※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）。

使っていない日用品や買い換えで使わなくなった家具など、
「捨てるのはもったいない」、そんな愛着が詰まった品物を
「リボン」でもう一度よみがえらせてみませんか。
リサイクルショップ「リボン」は、NPO法人「エコタウンしながわ」が品川区の協力を受けて運営しています。

リサイクル
ショップ

洋服や、バッグ、ガラス製品・陶漆器など
が店内に並んでいます。婦人服が一番の売
れ筋です。
営業時間 午前11時～午後7時
※祝日は午後5時まで。
定休日 水曜日
住所 旗の台5－13－9
電話 5498－7803

※衣類はクリーニング済み、または家庭で
洗濯・アイロン掛け済みのもの。

出
品
の
仕
方
両店
共通

4 精算
売れた品物の精算
をします。販売実
費として売上商品
価格の40％を手
数料としていただ
きます。

3 展示
店内へ商品として
4週間展示します。

2 出品
1人1回20点まで。価格（1点
につき3万円まで）は相談し
て決めます。出品時に1点に
つき預かり手数料100円をい
ただきます。家具などは別
に保証金を預かります。

1 電話予約
出品できるのは18歳以上
の方（区外も可）で、事
前に電話予約が必要で
す。登録時には住所の確
認できるもの（保険証、
免許証など）が必要です。

回収日時 第2・4土曜日午前10時～正午　
※祝日も回収します。　※雨天でも回収します。
回収場所 ◉区役所（広町2－1－36）
◉品川区清掃事務所（大崎1－14－1）
◉地域センター
品川第一（北品川3－11－16）、大崎第一（西五反田
3－6－3）、大井第二（大井2－27－20）、大井第三
（西大井4－1－8）、八潮（八潮5－10－27）
◉小中一貫校
日野学園（東五反田2－11－1）、伊藤学園（大井5－
1－37）、豊葉の杜学園（二葉1－3－40）

◉小学校
台場（東品川1－8－30）、浅間台（南品川6－8－8）、
城南第二（東品川3－4－5）、第三日野（上大崎1－19
－19）、第一日野（西五反田6－5－32）、芳水（大崎
3－12－22）、三木（西品川3－16－28）、立会（東大
井4－15－9）、鈴ケ森（南大井4－16－2）、大井第一（大
井6－1－32）、伊藤（西大井5－6－8）、後地（小山
2－4－6）、小山（小山5－10－6）、第二延山（旗の
台1－6－1）、京陽（平塚2－19－20）、延山（西中延
2－17－5）、宮前（戸越4－5－10）、旗台（旗の台
4－7－11）、大原（戸越6－17－3）

大井町店 旗の台店 開店16周年記念抽選会
期間／10月1日から12月24日ま
での2千円以上のレシートが応
募券になります（裏に名前・電
話番号を記入して各店頭の応募
箱に投函。複数応募可）。
抽選日時／10月31日㈭、11月
28日㈭、12月26日㈭の午前11
時から、各店頭にて抽選。
※毎回両店合わせて25人の方に
お買い物券が当たります。

旗の台店スタッフ募集
日月20日午前9時30分～午後5時
（60分休憩有り）
内経理など
人パソコンができる方1人
給与／月18万円（各種保険加入）
場申10月31日㈭までに、直接リボン
旗の台店へ

10月から 小型家電 を拠点回収しています
拠点回収では古着、廃食用油、不用園芸土のほか、10月からは小型家電の回収も始めました。

家庭で使用している携帯電話やデジタルカメラなどの小型電子機器（小型家電）には、金や銀、希少金属のパラジウムなどが含まれています。
貴重な資源の再利用のために、拠点回収にご協力ください。

携帯電話、ＰＨＳ、電話機、
デジタルオーディオプレーヤー、
ＭＤプレーヤー、ＣＤプレーヤー、
ＩＣレコーダー、テープレコーダー、
デジタルカメラ、ビデオカメラ、
家庭用ゲーム機、携帯型ゲーム機、
カーナビゲーション、
ＶＩＣＳユニット、ＥＴＣユニット、
電子辞書、電卓、ＡＣアダプター・
充電器・リモコンなどの付属品

区で集める小型家電品目
10㎝×25㎝以内のもの

  問い合わせ／／品川区清掃事務所リサイクル推進係☎3490－7098

●回収方法　携帯電話などの個人情報は事前にデータの削除をし、拠点回収場所に設置した小型家電
回収ボックスの中に入れてください。
※回収時間外に回収品目を施設へ置いていく行為（不法投棄）はおやめください。



（3）

26年度園児募集

ュッ区では、品川区国民健康保険や後期高
齢者医療制度に加入している方の健康
保持・増進のため、気軽に利用できる
日帰り温泉施設の割引券を配布してい
ます。

問い合わせ／国保医療年金課保険事業係
（本庁舎4階☎5742－6675）

国保温泉センター
国保温泉センター割引利用券を国保医療年金課と地域センターで配布しています。
休館日などは、直接施設にご確認ください。
割引対象　品川区国民健康保険に加入している方
利用方法／割引利用券（1枚で3人まで）に保険証の記号・利用人数を記入して提出
※割引利用券は宿泊には利用できません。　※タオルは有料です。
※飲食物などの持ち込みはできません。　　※各施設の受け付けは営業終了1時間前まで。
※未就学児は無料です。

日帰り温泉施設大江戸温泉物語
お台場にある日帰り温泉施設です。タオルや浴
衣、化粧水などの小物や休憩室（女性専用有り）
が完備されており、手ぶらで気軽にストレス解
消・疲労回復ができます。
割引対象　品川区国民健康保険か後期高齢者医
療制度に加入している方
利用方法／保険証（コピー可）をフロントへ提
示（1人の提示で、同行する加入者以外の方4人
まで、年度内何回でも可）。
※「割引利用カード」（国保医療年金課と地域セ
ンターで配布）も保険証と同様に利用できます。
料金／1,150円、4歳～小学生200円
※ナイター（午後6時以降の入場）は800円。
※深夜2時以降は追加料金有り。
交通／品川駅・東京テレポート駅から無料送迎
バスあり
大井町駅からバス ｢船の科学館｣ 行き「東京港
湾合同庁舎前」下車徒歩2分
テレコムセンター駅下車徒歩2分
○「浦安万華郷」は一般料金から300円割り引
いた料金で利用できます。

檜原温泉センター　数馬の湯
東京都西多摩郡檜原村2430
☎042－598－6789

営業時間／平日＝午前10時～午後7時
土・日曜日、祝日＝午前10時～午後8時
定休日／月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
料金／400円、小学生200円
※12歳以上の方は別途入湯税（50円）が必
要です。
交通／武蔵五日市駅よりバスで60分

奥多摩温泉　もえぎの湯
東京都西多摩郡奥多摩町氷川119－1

☎0428－82－7770

営業時間／午前9時30分～午後8時
※7～9月は午後9時30分まで、12～3月は午
後7時まで。
定休日／月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
料金／2時間400円（超過1時間200円）
小学生200円
※12歳以上の方は別途入湯税（50円）が必
要です。
交通／奥多摩駅より徒歩10分

秋川渓谷　瀬音の湯
東京都あきる野市乙津565
☎042－595－2614

営業時間／午前10時～午後10時
定休日／3月・6月・9月・12月の第2水曜日
料金／3時間600円（超過1時間200円）
小学生200円（超過1時間100円）
交通／武蔵五日市駅よりバスで15分

ひので三ツ沢　つるつる温泉
東京都西多摩郡日の出町大久野4718

☎042－597－1126

営業時間／午前10時～午後8時
定休日／火曜日（祝日の場合は翌水曜日）
料金／3時間600円（超過1時間200円）
小学生200円
交通／武蔵五日市駅よりバスで20分

日帰り温泉でリフレ シリフレッシュュしませんか

人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん（抽選）
①2年保育＝平成21年4月2日～22年4月1日
②1年保育＊1＝平成20年4月2日～21年4月1日
＊1　1年保育は26年度募集を行わず、補欠登録のみ11月18日㈪から受け付けます。
申込書など配布場所／10月21日㈪から、各区立幼稚園、保育課（第二庁舎7階）
申11月1日㈮・5日㈫午後1時30分～3時に、申込書とお子さんの住民票の写しを
持って入園を希望する幼稚園へ
○入園説明会は10月24日㈭午前10時～11時30分に講堂（第三庁舎6階）で行い
ます（申込不要）。
問保育課入園相談係☎5742－6725

幼稚園名 所在地 電話番号 ※募集人員など、詳し
くは募集案内をご覧く
ださい。
※2年保育については、
受付締切日に応募人数
が10人未満の場合は、
学級編制を行いません。
その場合は、「クラス編
成されない場合の希望
幼稚園」に編入するこ
とになり、電話で連絡
します。

城南幼稚園 南品川2－8－21 ☎3471－7584
平塚幼稚園 荏原4－5－22 ☎3781－8913
浜川幼稚園 南大井4－3－14 ☎3761－6395
御殿山幼稚園 北品川3－7－43 ☎5781－3907
伊藤幼稚園 西大井5－22－8 ☎3775－8028
第一日野幼稚園 西五反田6－5－6 ☎3493－7264
台場幼稚園 東品川1－8－30 ☎3472－8378
二葉幼稚園 二葉1－3－40 ☎3785－9560
八潮わかば幼稚園 八潮5－6－32 ☎3799－1542

人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん（抽選）
①2年保育＝平成21年4月2日～22年4月1日
②1年保育＊2＝平成20年4月2日～21年4月1日
＊2　1年保育は26年度募集を行わず、補欠登録のみ11月25日㈪から受け付けます。
申込書など配布場所／10月21日㈪から、区立認定こども園、保育課（第二庁舎
7階）
申11月15日㈮・18日㈪午前9時30分～午後5時に、申込書とお子さんの住民票
の写しを持って入園を希望する認定こども園へ
認定こども園名 所在地 電話番号
一本橋保育園 大井2－25－1 ☎3775－4351
五反田保育園 東五反田2－15－6 ☎3445－4534
旗の台保育園 旗の台5－19－5 ☎3784－1903

※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。
問保育課入園相談係☎5742－6725

　就学前のお子さんの保育と教育を行う公設民営の就学前乳幼児
教育施設です。
　保育園部門（0～2歳児）と幼児教育部門（3～5歳児）があります。
人保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん若干名（選考）
新3歳児＝平成22年4月2日～23年4月1日
新4歳児＝平成21年4月2日～22年4月1日
新5歳児＝平成20年4月2日～21年4月1日
※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。
願書・募集案内配布／10月28日㈪から
入園説明会／11月6日㈬午後5時～6時
場申11月11日㈪～13日㈬に、願書を持ってぷりすくーる西五反
田（西五反田3－9－9☎5759－8081）へ
問保育課保育計画係☎5742－6723

ぷりすくーる西五反田ぷりすくーる西五反田（幼児教育部門）（幼児教育部門）区立認定こども園区立認定こども園

区立幼稚園区立幼稚園



●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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ろば康ひ健
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どんぐりを使って毎月使えるカレンダーを作ります。
日11月10日㈰午後2時～4時　
講師／門倉誠・池上景子（アズビル教育担当）
持ち物／制作物を持ち帰る袋、左利きの方は左利き用の
はさみ
人小学生と保護者18組（抽選）
場申10月24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。

「ゴミ拾いはスポーツだ！」を合言葉に町中のゴミをチー
ムで拾います。
日11月30日㈯午前9時30分～午後0時30分
※競技時間は60分程度。
場戸越公園（豊町2－1）と周辺
人区内在住か在学の小学5年生～高校生（5人1組）5チー
ム（先着）　※区内各児童センターからも参加します。
申10月15日㈫～31日㈭に、電話でゆたか児童センター
☎3786－0633へ

環境学習講座　どんぐりカレンダーを作ろう

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）

10月13日㈰
14日㈷
20日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分まで）

10月13日㈰

　　　はせがわ内科クリニック 大　井 3 －25－13 ☎3775－1311
　　　菅家医院歯科 西品川 1 －22－ 1 ☎3491－1208
　　　桑鶴歯科医院 平　塚 3 － 3 － 7 ☎5750－4618
　　　根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
　　　しおざわ接骨院 西中延 2 －18－20 ☎5702－8158

10月14日㈷

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　大石歯科クリニック 北品川 1 －23－18 ☎3474－8110
　　　戸越銀座歯科矯正歯科クリニック 平　塚 1 － 5 － 3 ☎5498－0011
　　　阿部整骨院 西品川 3 － 1 －20 ☎3490－2730
　　　昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

10月20日㈰

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
　　　大崎デンタルオフィス 大　崎 1 －11－ 1 ☎3490－8612
　　　梅宮歯科医院 平　塚 1 － 5 － 5 ☎3781－8880
　　　篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
　　　武蔵小山接骨院 小　山 3 － 6 －24 ☎3782－2667

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

10月12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

10月19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

歯

小

骨

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

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 

二人で子育て（両親学級）

日12月7日㈯午前9時30分～午後0時30
分、午後1時30分～4時30分
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11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、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。
場問荏原保健センター☎3788－7016

母乳相談

母乳育児のポイントについて、助産師の
話を聞きながら子育ての話をしましょう。
日11月7日㈭午後3時10分～4時10分
人おおむね1・2カ月児の母親20人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2903へ

ひきこもりシリーズ学習会（第4回）

不登校やひきこもりなどで悩む家族同士
の交流や情報交換を行います。
日10月24日㈭午後2時～4時
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

難病の方のための音楽療法

日11月7日㈭午後1時30分～3時30分
内声を出して心身のリフレッシュ
講師／藤井洋平（音楽療法士）
人パーキンソン病・後縦靱帯骨化症など
の難病の方と家族20人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

健康大学しながわ　第5回公開講座

日11月9日㈯午後2時～4時30分
場講堂（第三庁舎6階）
内「老化スローダウン計画～介護された
くないなら粗食はやめなさい」
講師／熊谷修（人間総合科学大学教授）
人100人（先着）
申11月1日㈮までに、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2225へ
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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。
●いきいきコース参加者募集
日12月9日～26年3月13日の月・木曜日
午前10時～11時30分（全24回）
場①東品川シルバーセンター（東品川3－32－
10）②いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内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
人次の全てにあてはまる方各16人（抽選）
・おおむね65歳以上
・自力で会場への往復ができる
・現在運動をするのに支障がない
・10月23日㈬午前10時（東品川シルバーセン
ター）か10月24日㈭午前10時（いきいきラボ関ヶ
原）に行う説明会のいずれかに出席できる

児童センター　スポーツGOMI拾い大会参加者募集

骨
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￥各7,200円
申10月18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
●トレーニング協力員
日説明会、いきいきコース開催日の午
前9時30分～正午
内会場の準備、トレーニングの補助など
人若干名
謝礼／1回2,000円
申本人が電話でコナミスポーツ＆ライ
フへ
―――――　共　　通　―――――
問高齢者いきがい課いきいき事業係
☎5742－6733

妊婦の夫に対する風しん緊急対策
予防接種費用の全額助成を26年3月
31日まで延長します。
対象／／風しんにかかったことがな
く、風しんの予防接種を受けたこと
がない19歳以上の妊婦の夫

接種方法／／本人の保険証と生まれて
くる赤ちゃんの母子健康手帳を持っ
て、区内契約医療機関へ
※詳しくは、区ホームページをご覧
いただくかお問い合わせください。
問保健予防課☎5742－9152

風しん緊急対策の妊婦の夫への助成期間を延長しました



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
ひとり親家庭等医療費助成の
現況届（更新）を送ります
　18歳以下の児童がいるひとり親家庭
の方が、病気やケガにより病院で受診し
た際に、医療機関に支払う保険診療費の
自己負担分の一部を区が助成します。
　現在、ひとり親家庭等医療証（有効期
限12月31日）をお持ちの方には10月下
旬に現況届の用紙を送ります。26年1月
以降も引き続き助成を受けるためには、
更新の手続きが必要です（更新には、所
得制限・資格要件などの審査があります）。
　なお、24年度から児童扶養手当とひ
とり親家庭等医療費助成の両方を受給
している方が8月の児童扶養手当現況届
を提出している場合は、ひとり親家庭等
医療費助成の現況届も兼ねています。
　また、現在医療費助成を受けていない
ひとり親家庭の方は、新たに申請が必要
です。詳しくはお問い合わせください。
問青少年育成課手当・医療助成係
☎5742－6721

建築のルールを守って
住みよい安全なまちづくり
区では、違反建築防止週間に違反建築取
り締まりのための一斉パトロールを実施
します。建築基準法を守って、市街地の
良好な環境づくりにご協力ください。
日10月17日㈭まで
問建築課監察担当☎5742－6771

品川区奨学生（予約生）募集
経済的な理由により高校などへの修学が
困難な方に、無利子で奨学金を貸します。
●在学資金（奨学生）
人26年4月に高校などに入学予定の中学
3年生
￥公立＝0円、私立＝月額15,000円
※金額は26年度予定額。公立は高校授
業料無償の場合は貸し付け停止。変更の
場合あり。
※他の貸付金との併用は不可。
返還方法／1年間の据え置き期間後15年
以内
●入学準備金（保護者）
人在学資金申請者の保護者で希望する
方
￥公立＝70,000円、私立＝200,000円
※入学準備金のみの貸し付け不可。
※公立の方も在学資金の申請が前提。
返還方法／入学年度を含め3年以内
－－－－－－－－　共　　通　－－－－－－－－
申11月8日㈮までに、青少年育成課で配
布する申込用紙を同課計画調整係（本庁
舎7階☎5742－6385）へ持参

太陽光発電システムの設置経
費の一部を助成します
●家庭用
助成額／3万円／ kW（上限9万円）
対象／次の全てにあてはまる方
・機器設置工事が完了している
・電力受給開始日が25年4月1日以降
・区内在住で住民税を滞納していない
・設置住宅に居住している
・設置住宅の所有者か賃借者
※賃借の場合は、所有者から工事などの
承諾を得ていること。
・過去にこの制度に基づく助成を受けて
いない。
助成件数／100件（先着）
●業務用
助成額／3万円／ kW（上限15万円）
対象／次の全てにあてはまる事業者
・機器設置工事が完了している
・電力受給開始日が25年4月1日以降
・中小企業者、賃貸住宅オーナー、一般
社団法人、特定非営利活動法人など
・法人事業税などを滞納していない
・機器を区内の事業所・事務所などに設
置している
・工事対象物件の所有者か賃借者
※賃借の場合は、所有者から工事などの
承諾を得ていること。
助成件数／20件（先着）
－－－－－－－－　共　　通　－－－－－－－－
申26年2月28日㈮までに、環境課で配
布する申込書を同課環境管理係（〠140
－8715品川区役所本庁舎6階☎5742－
6949）へ郵送か持参
※申込書は区ホームページからダウン
ロードもできます。
※最新の助成状況は区ホームページで
確認できます。

武蔵小山創業支援センター　
オフィス入居者募集
商業・サービス業の分野での創業希望者
や創業3年未満の事業者の育成を目的と
したインキュベーション施設です。
所在地／小山3－27－5
募集数／1室（602号室・8.98㎡）
入居期間／2年　
※状況により1回更新可。
￥月36,000円　保証金108,000円
応募資格／サービス業か小売業で、6カ
月以内に創業予定か創業後3年未満の中
小企業者で、成長意欲の高い方　他
申込期限／11月4日㉁（必着）
※要件や申し込み方法など詳しくは区
ホームページをご覧いただくか同セン
ター☎5749－4540へお問い合わせくだ
さい（内覧可、要予約）。
問ものづくり・経営支援課
☎5498－6352

塾代を支援します～受験生チ
ャレンジ支援貸し付け
中学3年生、高校3年生の学習塾などの
受講料や受験料を貸し付けます。
貸付額／受講料＝実費（上限200,000円）
高校受験料＝実費（上限27,400円）
大学受験料＝実費（上限105,000円）
対象者／次の全てにあてはまる方
・世帯の生計中心者
・預貯金などが600万円以下
・土地・建物を所有していない（自己居
住用は除く）
・都内に1年以上住民登録をしている
・生活保護受給世帯でない
・課税所得か総収入が一定基準以下
扶養人数 課税所得（年間） 総収入（年間）
0 50万円以下 176万円以下
1

60万円以下
260万円以下

2 320万円以下
3 380万円以下

問生活福祉課相談係☎5742－6714

都市計画案の縦覧・説明会
●縦覧
都市計画案を縦覧します。この案にご意
見のある方は、意見書を提出することが
できます。
日10月18日㈮～11月1日㈮
内①武蔵小山駅東地区地区計画の変更
【東京都決定】
②武蔵小山駅前通り地区第一種市街地
再開発事業の決定【品川区決定】
場問①東京都都市計画課（都庁第二本
庁舎21階☎5388－3225）
②品川区都市計画課（本庁舎6階☎5742
－6760）※①の縦覧・提出もできます。
●説明会
都市計画案についての説明会を開催し
ます。
日10月17日㈭午後7時から
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
問都市計画課☎5742－6760

特別区職員採用フォーラム
日12月10日㈫午後1時～4時
場文京シビックホール（文京区春日1－
16－21）
内採用試験概要説明、講演、現役職員に
よるパネルディスカッション、質疑応答
人26年度以降の採用試験の受験希望者
1,800人程度（抽選）
申11月19日㈫（消印有効）までに、往
復はがきでフォーラム名、住所、氏名（ふ
りがな）、生年月日、電話番号、希望職種、
質問（50字以内）を特別区人事委員会
事務局任用課（〠102－0072千代田区
飯田橋3－5－1☎5210－9787）へ　　 
※HP  www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.
htmからも申し込めます。
問人事課人事係☎5742－6628

ご存じですか？ 10月21日㈪～
27日㈰は行政相談週間です
国の仕事などについて、「説明に納得で
きない」「処理が間違っている」などの
苦情や要望を受け付けます。
●特設相談所
当日、会場へお越しください。

日時 会場
10月13日㈰午前10
時～午後3時30分

しながわ夢さん橋2013
会場内（大崎駅周辺）

10月17日㈭
午後1時～3時30分

イトーヨーカドー大井町店
（大井町駅前）

●区の行政相談委員
倉持俊治　☎3781－0828
松山直樹　☎3765－3741
野口清彦　☎3764－6967
飯野隆子　☎3492－7436
砂川久子　☎3785－2426
杉田朝子　☎3450－1906
●総務省「行政苦情110番」
☎0570－090110　Fax5331－1761
●区の定例相談
第1・3木曜日午後1時～4時
－－－－－－－－　共　　通　－－－－－－－－
問区民相談室☎3777－2000

介護者教室
●西五反田在宅サービスセンター
日10月26日㈯午後2時15分～3時30分
内「高齢者の消費生活トラブル～早期発
見のために～」
人20人（先着）
場申電話で、さくら会西五反田（西五
反田3－6－6☎5434－7831）へ
●西大井在宅サービスセンター
日11月7日㈭午後1時30分～3時
内「認知症の家族を抱えて困っている方
へ」
人25人（先着）
場申電話で、同センター（西大井2－4
－4☎5743－6125）へ

ウーマンズビジネスグランプリ
2014in品川　エントリー募集
女性起業家のためのビジネスプランコ
ンテストのエントリーを募集します。
日12月28日㈯まで
人次のいずれかにあてはまる女性
・おおむね1年以内に起業予定
・起業後、おおむね5年以内
・既存事業とは異なる新規の事業を立ち
上げようとしている
※エントリー後、書類・プレゼン審査が
あります。詳しくはHP  musashikoyama-
sc.jp/をご覧いただくかお問い合わせく
ださい。
問武蔵小山創業支援センター☎5749－
4540、ものづくり・経営支援課就業支
援担当☎5498－6352

食肉の歴史と人権について学びます。
日11月14日㈭午後2時30分～4時30分
28日㈭午前8時30分～午後3時（全2回）
場同市場（港区港南2－7－19）
内講義「食肉の歴史と人権～食肉労働の現在と差別」、市場見
学、ビデオ視聴など　※28日は約2時間歩きます。
人両日出席できる18歳以上の方20人（先着）
申10月31日㈭までに、電話かFAXで講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を文化スポーツ振興課生涯学習係へ

人権啓発・社会同和教育講座Ⅱ
東京都中央卸売市場
食肉市場見学会

「人権尊重都市品川宣言」制定20周年記念 お宝発見2013つまみ食いウオークお宝発見2013つまみ食いウオーク

荏原地区の商店街を特製マップを参考に、つまみ食いを楽しみながら巡ります。
日11月9日㈯午前11時～午後3時　※受付は正午まで。
コース／①荏原中延・旗の台コース　※延山小学校スタート、約3.3㎞。

②戸越銀座・戸越公園コース　※京陽小学校スタート、約3.0㎞。
人各1,500人（先着）
申10月15日㈫～18日㈮（必着）までに、往復はがきでコース、参加人数（6人まで）、代表者の住所・
氏名・電話番号を「しながわつまみ食いウオーク」係（〠225－0003横浜市青葉区新石川2－5－5）へ
○10月15日㈫から、HP www.tokyuensen.com/からも申し込めます。
問しながわつまみ食いウオーク事務局☎045－904－6319（10月15日㈫より月～金曜日午前10時
～午後5時）
しながわ観光協会☎5743－7642（月曜・祝日休館）

しながわの商店街　東急沿線いいもの巡りしながわの商店街　東急沿線いいもの巡り
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スポーツ後の正しい体操・マ
ッサージ
日10月20日㈰・27日㈰
午後1時30分～3時30分
人高校生以上の方
￥1回100円
運営／宮前地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で、上履
きとタオルを持って宮前小学校（戸越4
－5－10）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

八潮バドミントン教室
日11月3日～24日の日曜日
午後2時～4時（全4回）
￥1回100円　※小・中学生は無料。
運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で、上履き
を持って八潮学園（八潮5－11－2）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

スポクラ・しながわ
ノルディックウオーキング
日10月13日㈰・20日㈰午前9時～正午
※雨天決行。
￥1回100円
場参当日、運動のできる服装で、第四
日野小学校（西五反田4－29－9）へ　
問文化スポーツ振興課スポーツ係

環境経営セミナー「経営戦略
につなげるエネルギー管理」
「BEMS（ビルエネルギー管理システム）」
を有効活用した省エネルギーの方法と
事例についての講演と情報交換会を開
催します。
日11月20日㈬午後1時30分～4時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内の中小企業事業者80人（先着）
申11月8日㈮（必着）までに、環境課（本
庁舎6階）で配布する申込書を同課環境
推進係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6755 Fax5742－6853）へ郵送
かFAX、持参　※申込書は区ホームペー
ジからもダウンロードできます。
○区ホームページから電子申請もできます。

精神保健講演会
日11月9日㈯午後1時30分～3時30分
場荏原保健センター
内統合失調症の薬物療法－多剤併用と
アルゴリズム
講師／平野仁一（慶応義塾大学医学部精
神・神経科学教室助教）
人40人（先着）
申電話で、かもめ会☎3450－5207へ
問障害者福祉課精神障害者福祉担当
☎5742－6709

市民後見人養成講座
市民後見人として活動するための基礎
と実務を学びます。
日11月2日～17日の土・日曜日
午前10時～午後5時（全6回）
※2日㈯は午前9時30分から。
内市民後見概論、成年後見制度の基礎・
実務、民法、課題演習、体験学習　他
※講座修了後、フォローアップ研修（30
時間）もあります。
人全回出席できる20～69歳の方30人
（先着）
￥2,000円（資料代）
場申10月31日㈭までに、電話で品川成
年後見センター（大井1－14－1☎5718
－7174）へ

パパママ応援プログラム（小学3・4年生コ
ース）思春期前の今、親が子にすべきこと
思春期にさしかかる今、知っておきたい
大切なことについて学びます。
日程（全4回） テーマ・講師

①11月7日
㈭

思春期の子どもに急増するネッ
ト依存～その対処と予防～
三原聡子（久里浜医療センター
臨床心理士）

②11月14日
㈭

母子相互自立へつながる思春期
の子どもとの距離感
小巻亜矢（ハロードリーム実行
委員会代表理事）

③11月21日
㈭

学校生活を支える親の力～思春
期の子どもから学ぶ親育ち～
矢田雅久（浜川小学校校長）

④11月23日
㈷

【親子講座】親子で楽しむ航空
教室「JAL機体工場見学（羽田
空港JAL整備工場）」

※時間は午前10時～正午。④のみ午後1時～2
時30分。
場品川第二区民集会所（南品川5－3－20）
人小学3・4年生のお子さんの保護者か
関心のある方50人（先着）
※④【親子講座】は区内在住の小学3・4
年生のお子さんと保護者25組50人（抽
選）となります。当日の託児はありませ
ん。（11月7日㈭午前9時30分より同会
場で公開抽選）。
託児／1歳～就学前のお子さん12人（先
着）※おやつ代300円。
申10月30日㈬までに、往復はがきで講
座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、託児希望の方はお子さんの氏
名（ふりがな）・月年齢・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
○区ホームページから電子申請もできます。

初級点訳ボランティア講習会
点字を初歩から学び、目の不自由な方々
への読書を支援する点訳講習会です。
日11月7日㈭・15日㈮・21日㈭・28日㈭、
12月5日 ㈭・13日 ㈮・19日 ㈭、26年
1月10日㈮・16日㈭・23日㈭
午前10時～正午（全10回）
人パソコンの基本的な操作ができ、受講
後点訳ボランティア活動ができる方
10人（先着）
場申電話で、品川図書館（北品川2－32－3
☎3471－4667）へ

花とみどりのフォト講座
カメラの扱いに不慣れな方向けの講座
です。
日10月20日㈰午後2時～4時30分
※雨天実施。
内撮影方法などの講義、公園内で撮影会
人区内在住か在勤の方15人（先着）
場申午前9時～午後5時に、電話でしな
がわ中央公園管理棟（区役所前☎5740
－5037）へ

区民大学入門講座・ユースプ
ラザ　富士山の魅力大解剖！
日程（全6回） テーマ 講師
11月6日
㈬

祈りと修行の霊
峰・富士山 藤原成一（元日

本大学芸術学
部教授）11月13日

㈬
文芸と美術の源
泉・富士山

11月20日
㈬

富士火山は噴火
するか？ー富士
火山の成り立ち
と噴火災害ー

高橋正樹（日本
大学文理学部
地球システム科
学科教授）　

11月27日
㈬

富士登山の魅力
と登り方 平田謙一（山岳

ガイドアルパイ
ンオフィス・て
く＆てく主宰）

12月4日
㈬

カメラ片手に山
あるきー富士山
で撮る、富士山
を撮るー

12月11日
㈬

東京（品川）か
ら眺める富士山
の「見力」

田代博（山の
展望と地図の
フォーラム代
表）

※時間は午後7時～9時。

場中小企業センター（西品川1－28－3）
人16～40歳くらいまでの方50人（抽選）
申10月25日㈮（必着）までに、電話か
はがきで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、手話通訳の有無
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。

認知症予防プログラム講習会
身につけたい、認知症を予防する生活習
慣を紹介します。
●講習会
日程（全2回) 内容

11月5日㈫
午後1時30分～

4時

①認知症の
基礎知識と日
常生活におけ
る認知症予防
の講話

＜希望者＞
②脳の健康
度測定（ファ
イブ・コグ検
査）

11月12日㈫
午後1時30分～
3時30分

＜②の検査を受けた方＞ファ
イブ・コグ検査の結果、認
知症予防プログラムの説明

人60歳以上の方50人（先着）
●認知症予防「料理」プログラム　
料理の計画・実施をとおして脳を鍛える
生活の工夫を学びます。
日11月26日～12月17日の火曜日
午後1時30分～3時30分（全4回）
人講習会を両日受講した方
￥3,000円（教材費）
※計画した料理にかかる材料費などは
実費負担。
－－－－－－－－　共　　通　－－－－－－－－
場荏原文化センター（中延1－9－15）
申電話で、荏原保健センター☎3788－
7016へ

マンション管理セミナー「事例か
ら学ぶマンショントラブル解決法」
日11月16日㈯午後1時30分～3時30分
場講堂（第三庁舎6階）
講師／柄澤昌樹（弁護士）
人分譲マンションの居住者や管理組合
役員の方、関心のある方100人（抽選）
※区内在住の方優先。
申はがきかFAXに「マンション管理セ
ミナー」とし、代表者の住所・氏名・年
齢・電話番号、マンション名、参加人数
を都市計画課住宅運営担当（〠140－
8715品川区役所☎5742－6777 Fax5742
－6889）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

知的障害者・移動支援従業者（知的
障害者ガイドヘルパー）養成研修
知的障害の方の外出を支援するガイド
ヘルパーです。研修を修了すると知的障
害児・者の外出支援サービスを行うこと
ができます。
日11月16日㈯・17日㈰
午前9時30分～午後5時30分（全2回）
※他に6時間30分の実習あり。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内理念や心構え、障害に関する基本的な
知識や技術
人30人（先着）
￥5,000円（教材費・実習費込）
申11月8日㈮までに、電話かFAX、Eメー
ルでみらい（☎6429－8110 Fax6429
－8111  honbu@npo-mirai.org）へ
問障害者福祉課知的障害者福祉担当
☎5742－6711

環境学習講座 LEDの灯籠作り
家庭のエコな照明についての工夫も紹
介します。　
日11月16日㈯午後2時～4時　
講師／小野文義（東京サラヤCSR推進
課専任次長）・辻本喜律（同環境事業推
進部主任照明士）
人中学生以上の方24人（抽選）
￥300円
持ち物／筆記用具、作品を持ち帰る大き
めの袋
場申10月28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。

小規模事業主向け講演会
日10月23日㈬午後2時～4時
（午後1時30分開場） 
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内講演「江戸人情で明るい経営」、サイ
バー犯罪・振り込め詐欺防止講話
※参加者に記念品を差し上げます。
講師／立川志獅丸（落語家）他
人40人（先着）
申電話で、ものづくり・経営支援課経営
支援係☎5498－6334へ

講座・講演

スポーツ

第63回品川区民スポーツ大会（秋季）
種目 日程 会場 締切日 金額 内容

ダンス
スポーツ

11月10日
㈰

品川健康センター
（北品川3－11－22）

10月22日
㈫

1ペア
800円

①スポーツダンス②ベーシック
③ニュースター④ビギナーズ
⑤スタンダード⑥ラテン
※①～④はスタンダード・ラテ
ン　※Ａリーグ登録者は除く

グラウンド・
ゴルフ

11月4日
㉁

天王洲公園
（東品川2－6）

10月24日
㈭ 500円

一般の部（16歳以上）
※個人対抗戦4ラウンド32ホー
ルプレイ　※男女別優勝あり

申申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ

盛り場環境浄化キャンペーンにご参加を！盛り場環境浄化キャンペーンにご参加を！
明るく健全な盛り場を実現するため、キャンペーンを実施します。

《パレード》正午～午後0時30分
《式典》午後1時～3時30分

式典／／さくらまや歌謡ショー、暴力団実演型防犯講話、和太鼓演奏　他
場《パレード》五反田有楽街～大崎広小路交差点　※雨天中止。
《式典》立正大学石橋湛山記念講堂（大崎4－2－16）
※駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関をご利用ください。
参当日、直接会場へ
問地域活動課生活安全担当☎5742－6592

10月14日㈷



犬のしつけ方教室とペット健
康相談
日11月16日㈯午後1時30分～4時30分
場荏原保健センター
内訓練士による犬のしつけ方教室、獣医
師によるペット健康相談
人40人（先着）
主催／東京都獣医師会品川支部
申電話で、生活衛生課☎5742－9132へ
※犬は連れてこないでください。

初めて犬を飼う方にお勧め
公園愛犬マナー講習会
愛犬のしつけを通じて、飼い主同士で交
流しませんか。参加者全員に参加認定ア
クセサリーをプレゼントします。

日時 会場

10月26日
㈯

①午前9時15分
～11時30分

東品川海上公園
（東品川3－9）

②午後1時45分
～4時

小山台公園
（小山台2－2）

10月27日
㈰

③午前9時15分
～11時30分

しながわ中央公園
（区役所前）

④午後1時45分
～4時

戸越公園
（豊町2－1）

内警察犬訓練士によるアジリティー（障
害物）などの訓練　他
人飼い主と飼い犬各20組（先着）
申午前9時～午後5時に、電話で①②④
はマナー講習会受付☎3450－8380、③
はしながわ中央公園☎5740－5037へ

手づくり講習会と折り紙会
日10月23日㈬午前10時30分～午後3時
※正午～午後1時は除く。受け付けは午
後2時まで。
内布で作る鍵ケースなど
￥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

消費生活教室 ｢子どもの食を
考える｣
栄養バランスの基本やちょっとの工夫
で好き嫌いをなくす方法などを紹介し
ます。
日10月28日㈪午前10時30分～正午
場啓発展示室（第二庁舎3階）　
人30人（先着）
託児／2歳～就学前のお子さん8人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－
7181へ
○区ホームページから電子申請もでき
ます。

子育て中の就職活動応援セミナー
日11月13日㈬午前10時～午後0時15分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内働き方に合わせた保育園の選び方、就
職までに必要な準備のポイント、グルー
プワークなど
講師／植草真理子（マザーズハローワー
ク東京就職支援ナビゲーター）　
人20歳未満のお子さんがいる女性の方
30人（先着）
申電話で、ハローワーク品川職業相談第
1部門☎6402－5198へ
問ものづくり・経営支援課
☎5498－6352

メイプルカルチャー講座
①かづきれいこメイク
日10月19日㈯、11月16日㈯、12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シャンソンを唄おう＜午前＞
日10月17日～12月19日の木曜日
午前10時30分～正午（全5回）
人15人（先着）　￥9,000円
③フローラルペイント（トールペイント）
日10月18日～12月20日の金曜日
午前10時～正午（全5回）
人10人（先着）　￥8,000円（教材費別）
④中国語初中級
日10月23日～12月18日の水曜日
午後6時45分～8時（全8回）
※全10回のうち3回目からの途中入会。
10月16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）
￥17,600円（テキスト代別）
⑤レザークラフト
自分で作る革のキーケース
日11月10日㈰午後1時～4時
人20人（先着）　￥2,500円（教材費別）
⑥グラスリッツェン～ワイングラスに
葡萄とイニシャルを彫る
日10月30日㈬午前10時30分～正午
人16人（先着）　￥1,600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

秋季品川区将棋大会　
初心者の方もご参加ください。
日11月10日㈰午前10時から
※午前9時30分から受け付け。

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
人小学生以上の方
申10月31日㈭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、性別、電話番号、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

文化財ウオークラリー
旧東海道に沿って設けた文化財のポイン
トを巡り、各ポイントでパネル展示や解
説者による説明を聞くことができます。
日11月9日㈯午後1時～4時
（午後1時～1時30分受付）　※雨天中止。
受付場所／観光案内所（北品川1－2－6）
コース（ポイント）／法禅寺～養願寺～
品川神社～長徳寺～天妙国寺～品川寺
～海雲寺　※約3km。
人200人（抽選）　
￥50円（保険料）
申10月24日㈭までに、往復はがきに「文
化財ウオークラリー」とし、参加者全員
の住所・氏名・年齢・電話番号を庶務課
文化財係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6839）へ

五反田文化センター第3回ふれあい文
化祭～楽しい出会い・みんなの広場～
日10月26日㈯午前10時～午後5時
27日㈰午前10時～午後4時
内舞台発表、作品展示、模擬店、リサイク
ル本の提供（26日）、バザー（27日）など
場参当日、同センター（西五反田6－5
－1☎3492－2451）へ

「食」の安全と安心～パネル展示
お子さんと学べる情報などを展示します。
日10月21日㈪～30日㈬
午前8時30分～午後5時
※土曜日は除く。火曜日は午後7時まで。
最終日は正午まで。
場第二庁舎3階ロビー
問消費者センター☎5718－7181

第1回ふれあい広場
オータムフェスティバル
かがやき園、西大井福祉園、かもめ第二
工房が感謝をこめて「秋祭り」を開催し
ます。
日10月19日㈯午前10時～午後3時
内作品販売、模擬店、アトラクションなど
場参当日、西大井6丁目ふれあい広場（西
大井6－3）へ
問かがやき園☎3772－8171

新春きゅりあん寄席
「三遊亭圓楽・春風亭昇太 二人会」
笑点でおなじみの二人が、華やかに初笑
いをお届けします。
日26年1月10日㈮午後6時30分開演
（午後6時開場）　　　　　
場きゅりあん（大井町駅前）
出演／三遊亭圓楽、春風亭昇太
￥3,600円（全席指定）
発売開始／10月19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

品川清掃工場見学会
日10月26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10月24日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

品川＆早川ふるさと交流
そば打ちプラン
日11月11日㈪～20日㈬のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の方
￥6,300円、小学生以下5,670円
（1泊2食付き宿泊費、プログラム参加費、
消費税）
※区内在住の方は、年度内3泊まで2,000
円の助成が受けられます。
申電話でヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

第208回日曜コンサート
日10月20日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／ヴェルディ作曲：歌劇『アイーダ』
より「勝ちて帰れ」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

催　し ★

★

　しながわ中央公園拡張予定地の一部を、本格的に整備するまでの期間、暫定
的に広場として開放します。
　広々とした遊びの空間として、災害時には避難スペースとして活用できます。

しながわ中央公園しながわ中央公園
拡張予定地

下神明駅

大井町線
至大井町駅

東
海
道
新
幹
線

しながわ中央公園暫定開放広場
場所／西品川1－28　面積／約3,500㎡
開放時間／午前8時～午後5時

品

川

区

役

所

品

川

区

役
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中小企業センター
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「しながわ中央公園暫定開放広場」「しながわ中央公園暫定開放広場」
がオープンしますがオープンします

10月
28日㈪

問公園課公園建設担当☎5742－6801

東日本大震災被災地全域への義援金受付（26年3月31日㈪まで）
日本赤十字社 0120－60－0122
中央共同募金会☎3581－3846
※振込先は、各ホームページまたは電話でご案内しています。

ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（9月30日現在）255,485,469円
9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

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。

10月はおたがいさま運動推進月間です
この運動は「困っている人がいたら助ける、困ったときは『助けて』といえる、そん
なことがあたりまえにできる“支え合いのまちづくり”」をみんなで進めるものです。

問高齢者福祉課介護保険担当☎5742－6927



● プレミアム付き商品券
● 放置自転車対策
● 児童虐待防止推進月間
● 病院・診療所の正しいかかり方
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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。

8月27日㈫、きゅりあんで品川・港・江東・目黒区の中小
製造事業者を対象に、4回目となる「品川周辺地域ものづ
くり商談会」を開催。過去3回は品川区単独での商談会で、
区外企業を招いての開催は初。これまでは受発注約60社
の参加でしたが、今回は111社が参加しました。

目黒のさんま祭り

9月8日㈰、誕生八幡神社周辺で「目黒の
さんま祭り」が開催。岩手県宮古市から
6,000尾の新鮮なさんまが届けられ、今
年も2万人を超す人出で、並んだ人たち
は炭焼きのさんまをたんのうしました。

大井どんたく夏まつり

8月24日㈯・25日㈰、大井町駅前中央通
りで昨年までの「大井どんたく」と「大
井フェスタ」をひとつの名称とした「大
井どんたく夏まつり」が開催。2日間で
約3万5千人の観客でにぎわいました。

とごしぎんざまつり

8月24日㈯・25日㈰、「とごしぎんざま
つり“戸越銀座 遊・笑ん・地（ゆうえん
ち）”」が開催。チケット制の買い歩き・
食べ歩きイベントは今年も大好評。商店
街を訪れた人でおおいににぎわいました。

ジャンボのり巻きづくり

8月27日㈫、荏原町商店街で「ジャンボ
のり巻きづくり」が行われました。のり
巻きの長さは120メートル。通称「弁天
通り」の道路上に台を並べ、幼稚園児・
小学生など約300人が挑戦しました。

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。

8月29日㈭、区役所で第1回品川区子ども・子育て会議を
開催。この会議は、24年8月に成立した「子ども・子育て
支援法」に基づき、区における子ども・子育て支援施策を、
地域の子どもと子育て家庭の実情を踏まえて、調査・審
議するために設置したものです。

9月2日㈪、旗台小学校で全児童を対象に児童引き渡し
訓練を実施。災害は、在校時に起きるとは限らないため、
隣接する源氏前小学校が避難所となる児童・保護者を対
象に、荏原町町会など地元6町会にも協力していただき、
避難所確認訓練も行いました。

　9月10日㈫、濱野区長と教育長を含む5人の区教育委員
が今年度2回目の懇談会を実施しました。
　この日は、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催が決定した直後ということもあり、国際理解教育に
ついて熱い議論が交わされました。語学を学び、学んだ
知識を生かす場として、海外から多くの来客があるオリン
ピック・パラリンピックは、子どもたちが夢や希望、学び
の意欲や目標を持つための絶好の機会となります。今後、
スポーツや国際理解教育の重要性がますます高まるという
ことで、認識を共有しました。
　このほか、「いじめ」の問題について、いじめる側の子
どもを生み出さないためには、子どもたちが夢中になって
取り組めるものや魅力ある学校づくり、それを支える地域
との連携が必要である、といった意見交換がされました。

しながわ
写真
ニュース

9月4日㈬、濱野区長と石井傳一郎社会福祉協議会会長が
長寿のお祝いとして、今年100歳を迎えた石井一郎さんの
お宅を訪問。石井さんは「毎日書道をすると楽しいですよ。
希望を持っていられますし、元気でいられるんですよね」
と、長寿の秘けつを話しました。

8月31日㈯、八潮地域センターで25年度第1回のタウン
ミーティングが開催され、八潮地区に住む31人の方が参
加しました。参加者からはハード・ソフトの両面から、八
潮地区の高齢化に対する区の対応強化を求める声があが
り、濱野区長は熱心に耳を傾けていました。

9月8日㈰、早朝にもかかわらず約150人の区民、区職員が、
区役所防災センター3階に集まり、2020年オリンピック・
パラリンピック競技大会の東京開催決定の喜びを分かち
合いました。区はビーチバレーなどの会場予定地となっ
ています。皆さんで東京五輪を成功させましょう。

東京五輪決定！東京五輪決定！
感動を分かち合いました感動を分かち合いました

100歳100歳
長寿お祝い訪問長寿お祝い訪問

八潮地区八潮地区
第1回タウンミーティング第1回タウンミーティング

第1回　品川区子ども・第1回　品川区子ども・
子育て会議を開催子育て会議を開催

旗台小学校で旗台小学校で
児童引き渡し訓練児童引き渡し訓練

第2回区長と教育委員の懇談会を実施第2回区長と教育委員の懇談会を実施

品川周辺地域品川周辺地域
ものづくり商談会ものづくり商談会


