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1892号 品川区ツイッター

アカウント／shinagawacity

携帯電話用ホームページ
http://www.city.
shinagawa.tokyo.jp/mbl/

区から発信発信するする情報情報をご活用ください
区では、区の政策や取り組み、イベント情報などを広報紙の他
にホームページやケーブルテレビなどを通して情報提供していま
す。また、緊急時には、いち早く正しい情報を提供できるように

インターネットなどを利用したデジタル媒体を活用しています。
ぜひ、区から発信する情報を有効にご利用ください。
問い合わせ／広報広聴課☎5742－6631

発行日からPDFデータ
でご覧になれます。過去
の発行分も閲覧できます。

広報しながわ広報しながわ

ケーブルテレビ品川
の区広報番組を視聴する
ことができます。

しな
がわWEB映像館

しな
がわWEB映像館

昭和20年代からの「ま
ちの記録」を写真で紹介
しています。

しな
がわWEB写真館

しな
がわWEB写真館

緊急時ホームページ
震災、台風などの緊急時にはトップページにバ
ナーを表示します。クリックすると詳細情報が
ご覧になれます。

ケーブルテレビ品川緊急時Ｌ字放送
品川区民チャン
ネル（デジタル11
チャンネル、デジ
アナ5チャンネル）
では、緊急時にＬ
字形の枠内で情報
発信を行います。

ケーブルテレビ品川「しながわホットほっと」
ケーブルテレビ品川の「品川区民チャンネル」（デジタル11チャ
ンネル、デジアナ5チャンネル）では、区の情報などを区広報番
組「しながわホットほっと」で毎日5回（午前7時～、10時～、午
後1時～、7時～、10時～）放送しています。番組表は本紙1日号
などでお知らせしています。

メールマガジン
定期的に広報紙情報、週末のイベント情報、
品川区広報番組「しながわホットほっと」
情報、不定期に品川区からのお知らせを配
信。「品川区からのお知らせ」では災害時な
どにもメール配信します。登録は無料です。

緊急速報（エリア）メール
避難情報や災害情報などの緊急か
つ重要な情報を、区内エリアにいる
NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク
の携帯電話・スマートフォンをお使
いの方に対して、一斉に配信します。

※機種によって利用できない場合
があります。

ツイッター
アカウントはshinagawacity
「イベント情報」、「区からのお
知らせ」や各課からの最新情報
のほか、災害時の情報をお伝え
します。

ホームページ補助機能

ホームページ補助機能

便利ガイド便利ガイド

音声読み上げ、文
字拡大、色変更、外国語
翻訳、サイト内検索がで
きます。

もしものときはもしものときは
日曜・休日、土曜・
平日夜間の応急診療所の
案内や区の天気・水位な
どをお知らせしています。

各種電子申請、区
立のスポーツ施設・会議
室などの予約、区立図書
館の蔵書検索や資料の予約
などを行うことができます。
※「地域センター新着情報」
では各地域の行事の様子や地
域ニュースなどを見ることが
できます。

新着情報新着情報
区から特に知って
もらいたい最新のお知ら
せです。

区内で行われたイベ
ントや区政情報を写真付
きで紹介します。

し
なが

わ写真ニュース

し
なが

わ写真ニュース

区民活動情報サイト　しながわすまいるネット
区内で活動する様々な分野の団体が発信した情報を見ることができます。
問地域活動課協働・ふれあいサポート係☎5742－6605

◉公式ホームページ

◉緊急時には
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①保険料を納めた期間（第2号被保険者期間を含む）
②第3号被保険者期間
③保険料免除期間（一部免除は、一部納付保険料を納付した場合
のみ）・学生納付特例期間・若年者納付猶予期間
④合算対象期間（20歳以上60歳未満で国民年金に任意加入しな
かった次のいずれかにあてはまる期間）

・昭和61年3月以前に会社員などの配偶者だった
・平成3年3月以前に学生だった
・海外に住んでいた　など

老後の生活や、病気やけが
で障害を負ったり、一家の担
い手を失ったなど、いざとい
う時の生活を、みんなで支
える制度です。

問い合わせ／国保医療年金課国民年金係☎5742－6682～4、品川年金事務所☎3494－7831

加入者は3種類に分けられます。
※納めた保険料は、社会保険料控除の対象になります。

自営業、学生、アルバイト、就労していない方など
保険料月15,040円（25年度）は、加入者本人が納めます。

厚生年金や共済組合などに加入している会社員・公務員
保険料は、給与から差し引かれます。

第2号被保険者に扶養されている配偶者
保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担するため、
個人で納める必要はありません。

原則として65歳から受け取れます。60～64歳で受給すると
減額になり、66～70歳で受給すると増額になります。

国民年金に加入している方などが、一定の障害の状態になっ
たときに支給されます。

国民年金に加入している方などが死亡したとき、生計を維持
されていたお子さん（18歳到達年度まで。障害者は20歳未
満）のいる妻かお子さんに支給されます。

他に寡婦年金、死亡一時金、特別障害給付金などの制度があります。保険料の納
付要件や受給要件など詳しくはお問い合わせください。

保険料を納めることが困難な場合は、納付を免除・猶
予する制度があります。

※申請期限がありますので、お早めにご相談ください。　
※所得状況などにより審査しますので、忘れずに税申告をしてください。
※失業・離職した方は、本人の所得を審査対象としない特例制度があります。

●全額（一部）免除
本人・世帯主・配偶者の所得が限度額以下の方

●若年者納付猶予
30歳未満の方で、本人・配偶者の所得が限度額以下の方

●学生納付特例
本人の所得が限度額以下で対象となる学校の学生

60歳以上でも、次にあてはまる方は国民年金に
加入し納付できます。

●年金を受け取る権利がない
納付期間などが25年に満たない方は、最長70歳まで（昭和40年4月2
日以降に生まれた方は65歳まで）。

●年金の受け取り額を増やしたい
厚生年金などに加入していない65歳未満の方（満額以上は増やせません）。

※届け出た月からの加入になります。　
※必要な書類などは、国保医療年金課国民年金係へお問い合わせくだ
さい。

年金は加入や請求など手続きが必要となります。
忘れずにお届けください。

手続きするとき 方法

20歳になった（第2号・第3号被保
険者を除く）＊ 区役所に国民年金加入届を提出

厚生年金・共済組合などに加入して
いる会社に就職した 勤務先で加入手続き

結婚し、会社員など第2号被保険者
の扶養に入った 配偶者の勤務先で手続き

第3号被保険者（扶養）から外れた 厚生年金などに加入しない場合は、
区役所で手続き

60歳までに厚生年金や共済組合など
に加入している会社などを退職した 区役所で加入手続き

海外に転出した（第2号・第3号被
保険者を除く）

任意加入する場合は区役所で手続き
※住民票の転出届を出すと、国民年
金の資格が自動的に喪失します

海外から転入した（第2号・第3号被
保険者を除く）

区役所で加入手続き　※任意加入し
ている方も変更手続きが必要です

老齢年金を請求する

全ての期間が第1号被保険者の方は
区役所、その他の方は年金事務所
（共済年金に加入していた方は各共
済組合）で申請

年金を受けている方が亡くなった
国民年金・厚生年金を受けていた方
は年金事務所に、共済年金の方は、
各共済組合にお問い合わせください

＊日本国籍の方と永住許可を受けた方には、20歳の誕生月の前月に、品川
年金事務所から加入手続きの案内が届きます。

後納制度で未納の保険料を納められます
24年10月から3年間に限り、過去10年の保険料を遡って納付する
ことができます。後納制度で保険料を納付することにより、将来
の年金額を増やしたり、年金受給権の確保につなげられる場合が
あります。

納付の案内をしています
日本年金機構の委託により、品川年金事務所管内で保険料が未納
となっている方に、電話や文書、戸別訪問による納付の案内など
をしています。
委託先／日立トリプルウィン

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の
全ての方が加入する制度です 受け取れる年金

第1号
被保険者

第2号
被保険者

第3号
被保険者

老齢
基礎年金

障害
基礎年金

遺族
基礎年金

問い合わせ／品川年金事務所☎3494－7831

高齢任意加入

免除制度

ご相談くださいご相談ください現在の制度では、老齢基礎年金を受け取るには、
次の①～④を合計した期間が25年以上必要です

こんなときは手続きをこんなときは手続きを
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３粗大ごみ処理券を購入する

●次のものは粗大ごみでの収集はできません
・テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン
買い替えする店か購入した店、家電リサイクル受付センター☎5296
－7200（月～土曜日午前8時～午後5時）へお問い合わせください。

・パソコン本体とディスプレイ
パソコンのメーカーに回収依頼をしてください。倒産などでメーカー
が存在しない場合はパソコン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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問い合わせ／品川区清掃事務所☎3490－7051

年末の粗大ごみの収集は
大変混み合います
年末の収集は大変混み合います。早めに粗大ごみ受付センターへ申し
込んでください。粗大ごみとは、布団や家具、自転車などの家庭から
出される、おおむね30ｃｍ角以上の大きさのごみのことです。

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・コ
ンビニエンスストアなどで購入してください。

●電話で
月～土曜日午前8時～午後9時に

☎5715－1122へ
※祝日も受け付け。年内は12月28日㈯まで、
年始は26年1月4日㈯から。
※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。

●インターネットで
https://www.tokyosodai.
jp/shinagawa/index.html
にアクセスし、画面に必要な情報を登録
※区ホームページからもアクセスできます。

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、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。

出
し
方
を
決
め
る

１

●戸別収集で出す
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、指定された場所へ出します。
※年内は12月30日㈪まで、年始は26年1月4日㈯から。

●日曜日に持ち込む
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。
※年内は12月29日㈰まで、年始は26年1月12日㈰から。
◉再利用できる家具などを、リサイクルショップ「リボン」で販売することがあ
ります。

粗
大
ご
み
を
出
す

４

２「粗大ごみ受付センター」へ申し込む

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
貼ってあります

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/
●配膳・食事中の見守り・台所
の後片付け
高齢者施設で昼食の手伝いをします。
日週1回（月～土曜日）
11:30～13:30
場西五反田在宅サービスセンター
（西五反田3）
●知的障害児・者のサッカー教室サ
ポート
鬼ごっこやボール遊び、サッカーを一緒
にします。
日土曜日（不定期）　8:50～12:00
場品川特別支援学校（南品川6）
●装飾品などの作成
高齢者施設で利用者と一緒に施設
内に飾る装飾品を作ります。
日月2回（木曜日）10:00～11:00
場西大井在宅サービスセンター
（西大井2）

●手芸クラブの指導
障害者施設でビーズアクセサリー
作りの指導をします。
日月2回（第1・3水曜日）
14:00～15:30
場地域生活支援センターたいむ
（西五反田2）
●音楽サークルの補助
高齢者施設で音楽サークル活動の補
助と利用者と一緒に歌を歌います。
日月2回（不定期）10:15～11:30
場中延特別養護老人ホーム（中延6）
●入浴後の整容と食事の配膳・下
膳
高齢者施設で手伝いをします。
日週1回（月～土曜日）
10:30～13:00で可能な時間
場デイサービスセンター八潮陽だ
まり（八潮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。

☆25年のはつらつカード（ピンク）の有効期
限は12月31日㈫までです。
※50ポイントたまっている方の交換は随時受け
付けています。
交換方法／「はつらつカード」と印鑑をボラン
ティアセンター（大井1－14－1）へ持参

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11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 ポ



60歳以上の区民が、町会・自治会などを単位に結成し、趣
味の活動や地域に役立つ活動をしている自主的なグループ
です。品川区には100以上のクラブがあり、レクリエーショ
ン、健康づくりをはじめ、緑化推進活動などのボランティア
活動にも積極的に参加しています。地元で一緒に、楽しい
時間、生きがいを感じる時間を過ごしませんか。
問高齢者いきがい課高齢者クラブ担当☎5742－6734

　高齢者クラブに入りませんか

●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12月15日㈰①午後1時30分～3時②午後3時30分～5時
内偏光万華鏡づくり
講師／新井俊雄（コンセプトプラス代表取締役）、伊藤圭史（サイ
エンスラボ講師）
人小学生と保護者各10組程度（先着）　￥1セット300円
場申11月30日㈯までに、電話か福栄会で配布する申込書を郵送か
FAX、Eメールで同会（〠140－0002東品川3－1－8☎5479－
2981Fax5479－2943 fukushi@fukueikai.or.jp）へ
※申込書はHP fukueikai.or.jpからダウンロードもできます。

バックヤード見学、ウミガメなどへの餌やりや、生きものとのふれ
あい、閉館後の水族館ではクイズラリーを行います。
日12月7日㈯午後3時30分～6時30分
人区内在住の小学生と保護者10組20人（抽選）
￥1組3,000円（入館料・保険料込）
場申11月23日㈷（消印有効）までに、往復はがきに「親子体験」
とし、住所、電話番号、参加者の氏名（ふりがな）・年齢・生年月日・
性別を同館（〠140－0012勝島3－2－1しながわ区民公園内☎
3762－3433）へ
※抽選結果は、11月30日㈯までに送付します。

東品川こどもサイエンス教室　

キリトリ線

キ
リ
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※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）

11月17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）

11月17日㈰

　　　川村内科クリニック 八　潮 5 － 8 －47 ☎3799－1577
　　　シモジ歯科 北品川 2 － 8 － 6 ☎3471－2277
　　　大和屋歯科医院 戸　越 6 －20－23 ☎3781－4945
　　　品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
　　　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）

11月16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

二人で子育て（両親学級）
会場 日時

品川保健
センター

26年
1/19㈰ 

9:30～12:30
13:30～16:30

荏原保健
センター 1/11㈯

9:30～12:30
13:30～16:30

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
人体調の安定している区内在住の初産カ
ップル24組（選考）
申12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

思春期講演会

日11月28日㈭午後2時～4時
内思春期をどう乗り越えるか～親のここ
ろえと対応について
講師／生田洋子（精神科医師）
人子どもの心の問題で悩みのある方、関
心のある方60人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

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

第3回しながわ水族館親子体験
「裏方体験＆クイズラリー」参加者募集！

骨

薬
小内

キ
リ
ト
リ
線

日第1・3木曜日午前9時～10時
申電話で同センター☎3474－2225へ

日第2・4火曜日午前9時30分～10時
申電話で同センター☎3788－7014へ

　24年中のHIV感染者・エイズ患者報告数は全国で1,449人、都内では461
人で前年より52人増えました。HIV感染者は20～30歳代に多く、エイズ患
者は30～40歳代に多くなっています。
　HIVに感染すると、平均10年でエイズを発症するといわれています。感
染初期は症状がなく、検査を受けないと感染の有無はわかりません。現在
では早期に治療を始めることにより発病を遅らせ、日常生活への影響も少
なくなりました。
　保健センターではHIV抗体や性感染症の検査を無料・匿名で受けられます
ので、感染が気になる方は早めにご相談ください。

　パンフレットなどを設置して、最新の情報を案内しています。

日本語相談　☎3292－9090
　月～木曜日午前9時～午後9時、金・日曜日午前9時～午後6時、祝日午後2時～5時
HIV感染者・家族（パートナー）相談　☎5259－0619
　月・水曜日午後4時～7時
ゲイ・バイセクシャル（男性専用）相談　☎5259－0750
　第2・4土曜日午後7時～9時
レズビアン・バイセクシャル（女性専用）相談　☎5259－0259
　第2・4日曜日午後7時～9時
英語相談　☎5259－0256
　土曜日正午～午後3時
聴覚言語障害者FAX相談　Fax5259－0643（24時間受け付け）

HIV抗体検査（予約制）

11月16日㈯～12月15日㈰はエイズ予防月間です

品川保健センター 荏原保健センター

エイズ情報コーナー（保健センター、図書館、児童センターなど）

電話相談（主催／HIVと人権・情報センター）

抗体検査は感染の機会があった時から2カ月以上経っていれば可能です。

12月1日は
世界エイズデーです



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
国民健康保険料のお支払いは
口座振替（自動払込）が便利です
　毎月、口座から自動的に引き落とされ
る口座振替なら、支払い忘れの心配があ
りません。忙しい方、不在がちの方にも
便利です。
　キャッシュカードを読み込み、暗証番
号を入力するだけで簡単に口座登録で
きる、ペイジー口座振替受付サービスも
始めました。この機会に口座振替（自動
払込）をぜひご利用ください。
手続き場所／銀行・ゆうちょ銀行（郵便
局）などの金融機関、地域センター、国
保医療年金課（本庁舎4階）
※ペイジー受付は、国保医療年金課のみ
で受け付けます。
問国保医療年金課収納係☎5742－6678

区役所と区全体の温室効果ガス
（二酸化炭素）排出量を公表します
区役所／「品川区地球温暖化防止対策実
行計画（第二次）」に基づく平成24年度
実績（最終年度総括）
区全体／「品川区地球温暖化対策地域推
進計画」に基づく平成22年度実績
※詳細は区ホームページでご覧いただく
か環境課（本庁舎6階）で閲覧できます。
問環境課環境管理係☎5742－6949

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11月22日㈮午前10時～午後3時
場大井第二区民集会所（大井2－27－20）
人区内在住で、健康で働く意欲のある
60歳以上の方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713

「女性の人権ホットライン」
強化週間
女性をめぐる様々な人権問題に関し、人権
擁護委員などによる電話相談を行います。
日11月18日㈪～24日㈰
午前8時30分～午後7時
※土・日曜日は、午前10時～午後5時。
相談電話／0570－070－810
問東京法務局人権擁護部☎5213－1234
内線2516、広報広聴課区民相談室☎
3777－2000

エコパワーカンパニーを
募集します
環境に配慮した活動を行っている事業
所をエコパワーカンパニーとして認定
し、認定シールを差し上げます。また区
ホームページなどで紹介します。
認定基準／次のいずれかにあてはまる
区内事業所
・ISO14001かエコアクション21など
各種環境マネジメントシステムを認証
取得している
・「環境会計の導入、環境報告書の公表」
を実施している
・環境活動（品川区エコパワーカンパニ
ー認定事業実施要綱別表で掲げる実施
項目）を5つ以上実施している
申環境課で配布する申請書などを同課
環境推進係（〠140－8715品川区役所本
庁舎6階☎5742－6755）へ郵送か持参
※申請書は、区ホームページからダウン
ロードもできます。

都市計画審議会の開催
日11月19日㈫午後2時から
場第一委員会室（議会棟6階）
審議案件／・地区計画の変更（武蔵小山
駅東地区）
・第一種市街地再開発事業の決定（武蔵
小山駅前通り地区）
人10人（先着）

傍聴方法／当日、午前8時30分～午後1
時30分に都市計画課（本庁舎6階）へ
問都市計画課☎5742－6760

第125回高齢者と介護者のた
めの料理教室
日11月26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）
内風邪予防の料理
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
人20人（先着）　￥600円
申11月20日㈬までに、電話で成幸ホー
ム☎3787－5393へ

楽しく親子でバレーボール
日12月1日～15日の日曜日
午後1時～3時
￥1回100円、小学生50円　
運営／立会地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で、上履
きを持って立会小学校（東大井4－15－
9）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

志賀高原スキー教室
日12月20日㈮午後10時～23日㈷午後9
時（大井町駅集合・解散、往復バス、車
中1泊、ホテル2泊）
※到着後ホテルにて仮眠有り。
場志賀高原サンバレースキー場
宿泊／ビワ池ホテル（3朝食2夕食付き）
人40人（先着）
￥31,000円
※2人1部屋希望の場合、1人3,000円
増し。
主催／品川区スキー連盟
申12月10日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（11月18日㈪を除く）

立会グラウンド・ゴルフ交流会
日11月17日㈰午前9時30分～正午
￥100円　
運営／立会地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で、東大
井公園（東大井3－4）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

民踊講習会
日11月23日㈷午後6時～8時30分
曲目（予定）／桑名の殿さん（三重県）、
隠岐しげさ節（島根県）、大東京音頭（東
京都）、八木節〈手おどり〉（群馬県）
￥525円
場参当日、踊りやすい服装で、上履き
をもって戸越体育館へ

「はじめての簿記」受講者募集
簿記の基礎（簿記3・4級程度）を学ぶ
講座です。

26年1月
7日㈫・9日㈭・10日㈮・14日㈫・
17日㈮・20日㈪・23日㈭・24日
㈮・27日㈪・28日㈫・31日㈮

2月 4日㈫・10日㈪・14日㈮・18日㈫・
21日㈮・25日㈫・28日㈮

3月 4日㈫・7日㈮

※時間は午後6時15分～8時15分（全20回）。

場中小企業センター（西品川1－28－3）
人50人（先着）
￥2,000円（テキスト代）
申11月22日㈮までの月～金曜日午前9
時から午後5時に、電話でシルバー人材
センター本部簿記講座受付係☎3450－
0711へ
問ものづくり・経営支援課
☎5498－6334

スポーツ

講座・講演

ノロウイルスって？ノロウイルスって？
ノロウイルスは食中毒の主原因の一つで、

感染力が強く、ごく少量のウイルスでも口

から体内に入ることで感染します。感染し

てから1～2日でおう吐、下痢、腹痛、発熱

などの症状を起こします。

どうやって感染するの？どうやって感染するの？
ノロウイルスに汚染されたカキなどの二枚

貝のほか、ウイルスが付いた手・調理器具

を介して汚染された食品を食べて感染しま

す。また、感染した人のおう吐物やふん便

からは大量のノロウイルスが排出されるた

め、おう吐物やふん便の処理にも注意が必

要です。

ノロウイルス予防対策ノロウイルス予防対策
□しっかり手洗い
石けんで十分にこすり洗いし、水でしっか

り洗い流しましょう。

二度洗いを行うとより効果的です。特に次

のタイミングでは必ず手を洗いましょう。

・調理や食事の前

・トイレやおむつ交換の後

□食品は十分に加熱
食品の十分な加熱により死滅します。

中心温度85度で1分間以上が目安です。

□患者のおう吐物、ふん便の処理
おう吐物やふん便が床、衣服などに付着し

たときには、速やかにふき取ったうえで消

毒しましょう。消毒には塩素系漂白剤が有

効です。　

※塩素系漂白剤が使えない材質のものもあ

ります。使用可能な材質か確認の上、使用

してください。

食中毒かな？と思ったら食中毒かな？と思ったら
おう吐や下痢が続いた場合は脱水症状に注

意し、水分を十分に補給しましょう。また、

食中毒の初期症状（下痢、おう吐、発熱など）

は食中毒特有のものではないので、自分で

判断するのは危険です。下痢止めの薬を服

用することで症状が悪化する場合もありま

す。症状がひどい時には医療機関で適切な

治療を受けてください。

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
ご
用
心
！

食中毒は夏場だけでなく一年を通して
発生します。特に冬場はノロウイルス
が大流行します。つい油断しがちな季
節ですが、予防のポイントを押さえ、
冬場も元気に過ごしましょう。

問生活衛生課☎5742－9139

食中毒を引き起こす原因菌である「カンピ
ロバクター」や「腸管出血性大腸菌（O111、
O157など）」はもともと新鮮な生肉にもつい
ていることがあるので、どんなに鮮度が良く
ても肉を生で食べることは大変危険です。特
に、抵抗力の弱い子どもや高齢者などは重症
化する可能性が高いので注意が必要です。
□肉を生・半生で食べることは避け、中心
部まで加熱しましょう
□生肉に触れた調理器具は熱湯や漂白剤で
よく消毒し、手指は石けんを使って洗いま
しょう

お肉の生食に注意！



●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）
11/11

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
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家庭教育講演会「親のホンネと子
育ての知恵～愛と勇気の親育ち」
日12月7日㈯午前10時～正午
講師／生重幸恵（スクール・アドバイス・
ネットワーク理事長）
※手話通訳付き。
人1,100人（先着）
託児／2歳～就学前のお子さん40人（先
着）
※おやつ代100円。
○託児希望の方は、11月27日㈬までに
電話で庶務課へ。
場参当日、直接きゅりあん（大井町駅前）
へ
問庶務課庶務係☎5742－6823　

園芸講座
「お正月の寄せ植え」
梅に笹など季節の草花を添えた寄せ植
え作りです。
日12月13日㈮午後1時30分～3時30分
講師／金子興一（山草会会員）　
人20人（抽選）
￥1,200円　
持ち物／作品を持ち帰るビニール袋
場申11月20日㈬（必着）までに、往復
はがきで講座名、参加者の住所・氏名・
年齢・電話番号を環境情報活動センター
（〠140－8715品川区役所第三庁舎3階
☎5742－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

糖尿病・腎臓病まるわかりセミ
ナー
専門医があなたの疑問にお答えします。
日12月14日㈯午後2時～4時
場五反田文化センター（西五反田6－5
－1）
内講演「放っておくと怖い腎臓病・糖尿
病の関係（渋谷祐子ＮＴＴ東日本関東病
院高血圧・腎臓内科部長）」、料理研究家・
管理栄養士による食事のアドバイス、専
門医によるグループセッション他
人100人（先着）　
主催／品川区の糖尿病と腎臓を考える会
申11月12日㈫から、電話で国保医療年
金課保健指導係☎5742－6902へ

ウェルカムセンター原・交流施設の教
室～今だから知りたい楽譜の読み方
日12月5日～26年1月23日の木曜日
午後1時～2時30分（全6回）
※12月26日・1月2日を除く。
人40人（抽選）
￥3,000円
場申11月23日㈷（必着）までに、往復
はがきで教室名、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 

犬を飼い始めた人にお勧め！
公園愛犬マナー講習会
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

11
月
23
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）

11
月
24
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時から午後5時に、電話で①②
④はマナー講習会受付☎3450－8380、
③はしながわ中央公園☎5740－5037へ

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江戸芸かっぽれ　梅后流
日11月16日～12月14日の土曜日
午後3時30分～5時（全4回）
※全8回のうち5回目からの途中入会。
人14人（先着）
￥6,000円（教材費別）
②ベランダガーデニング
日11月18日㈪、12月16日㈪
午後1時30分～3時30分（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）
③イギリス英語で英会話＜中級＞
日11月25日～12月16日の月曜日
午後1時30分～3時（全4回）
※全9回のうち6回目からの途中入会。

11月18日㈪の体験受講（500円）が必要。
人英会話にある程度慣れた方10人（先
着）
￥8,800円
④オルネ・リボン・プリザーブド
フラワーアレンジ
日11月19日㈫、12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（花材、教材費別）
⑤気軽に英会話＜初中級グループレッ
スン＞
日11月27日～12月18日の水曜日
午後7時～8時30分（全4回）
※全10回のうち7回目からの途中入会。
11月20日㈬の体験受講（500円）が必要。
人英会話にある程度慣れた方8人（先着）
￥10,000円
⑥茶道　表千家
日11月19日～12月17日の火曜日
午後7時～9時（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥11,000円（水屋料別）
－－－－－－－－　共　　通　－－－－－－－－
場①～⑤同センター（西大井駅前）
⑥きゅりあん（大井町駅前）
申電話で同センター☎3774－5050へ

障害者作品展
障害のある方が創作した作品を展示し
ます。ぜひ、ご覧ください。
日11月20日㈬～27日㈬
午前8時30分～午後5時
※土曜日を除く、火曜日は午後7時まで。
場第二庁舎3階ロビー
問障害者福祉課障害者福祉係
☎5742－6707

もみじ祭り
日11月17日㈰午前9時～午後4時
内演劇（とっくり座）、ミニフラダンス
教室、ハンドエステ、模擬店、第四日野
小学校有志による演奏会、介護に関する
相談コーナーなど
場参当日、さくら会西五反田（西五反
田3－6－6☎5434－5608）へ

本のリサイクル市
再利用できる本を皆さんに提供します。
日11月30日㈯午前9時～午後3時
※1人20冊以内、マイバッグ（買い物袋）
持参。
※転売目的の方はお断りします。
○当日、午前8時45分より整理券を配付
します。入場制限を行いますので、長時
間お待ちいただく場合があります。
場問品川図書館
（北品川2－32－3☎3471－4667）

マイガーデン南大井（区民農
園）収穫祭
マイガーデン南大井で恒例となった収
穫祭を行います。
日11月24日㈰午前11時～午後1時
場みなみ児童遊園（南大井1－13）
内マイガーデン南大井パネル展示、江戸
野菜試食コーナーなど
問公園課公園維持担当☎5742－6526

品川＆山北ふれあい交流
親子でどんど焼き体験
「どんど焼き」は子どもの無病息災を願
う地元の神事。竹で高く組んだやぐらを
燃やし、お団子を焼いて食べます。
日26年1月11日㈯午後3時～12日㈰午前
10時頃（現地集合・解散、1泊2日）
場神奈川県山北町「ひだまりの里」
宿泊／落合館
人区内在住か在勤の親子10人（抽選）
※大人だけの参加も可。
￥8,500円、小学生以下6,500円
（参加費・宿泊費込）
申11月27日㈬（必着）までに、はがき
かFAXに「どんど」とし、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－
6856Fax5742－6877）へ

八潮パークタウン30周年記念
式典で中学生が歌舞伎を上演
八潮学園中学生が式典のアトラクショ
ンで歌舞伎に挑戦します。中学生による
歌舞伎「白浪五人男」をぜひご覧くださ
い。
日記念式典：11月23日㈷正午から
○公開リハーサル（22日㈮午後6時30
分から）もご覧いただけます。
場八潮学園（八潮5－11－2）
問八潮地域センター☎3799－2000

講座・講演

催　し ★

★

シルバー大学修了生の方は、自主グループを
発足させて生涯学習を継続するほか、地域社
会で様々な活動に参加し、充実した人生を過
ごしています。シルバー大学20周年を記念し
て式典と講演会を行います。
日12月13日㈮午後1時～4時20分
※途中入場はできません。
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内・記念式典
・学習成果発表「楽しく学びつづける方法」
・記念講演会「息子から見た　父　三浦雄一郎
　の生き方」
講師／三浦豪太（プロスキーヤー）
※手話通訳・要約筆記あり。
人区内在住で、25年5月1日現在60歳以上の方250人（抽選）
申11月25日㈪（必着）までに、往復はがきに「シルバー大学20周年」とし、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

『人権尊重都市品川宣言』制定20周年

品川シルバー大学20周年「記念式典と講演会」 11月25日㈪～12月1日㈰は犯罪被害者週間犯罪被害者週間です
「犯罪被害者週間」は犯罪被害を受けた方たちが置かれている状況
や平穏な生活を取り戻すためにはどうしたらよいか、理解と配慮
を更に深めていただく期間です。

区や警察では被害者の方たちの相談に応じ、
支援情報などを提供する窓口を常時開設しています。
・区民相談室（第三庁舎3階）　　　　☎3777－2000
・犯罪被害者ホットライン（警視庁）  ☎3597－7830
・品川警察署被害者支援担当　　　　☎3450－0110
・大崎警察署被害者支援担当　　　　☎3494－0110
・大井警察署被害者支援担当　　　　☎3778－0110
・荏原警察署被害者支援担当　　　　☎3781－0110

4警察署合同特設相談窓口を開設します。
直接会場へお越しください。
日11月22日㈮午前10時～午後3時
場大崎第二区民集会所（大崎2－9－4）
問区民相談室☎3777－2000



品川＆早川ふるさと交流
ふたご座流星群観察プラン
人工の光がほとんど届かない広場で、天
の川や冬の星座が輝く夜空を観察しま
す。
日12月13日㈮～15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

品川清掃工場見学会
日11月30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11月28日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

しながわ発見お宝さがし
伝統ある縁日と天井絵
縁日と本堂天井絵をガイド付きで見て
まわります。
日11月28日㈭午後0時30分～4時
コース／大井町駅集合～品川寺～海雲
寺～目黒不動尊～隆崇院～清岸寺～目
黒・五反田・大井町の各駅で解散　
※徒歩約1km。

人4歳以上の方40人（抽選）
￥1,000円（バス料金・保険料込）
申11月18日㈪（必着）までに、往復は
がき（2人まで）に「天井絵」とし、参
加者の住所・氏名・年齢・電話番号をし
ながわ観光協会（〠140－0014大井1－
14－1）へ
問同協会☎5743－7642
商業・観光課☎5498－6350

福祉ショップ「テルベ」の
ワゴンセール
障害のある方が自立をめざして手作り
品を販売しているお店です。
日11月25日㈪・26日㈫
午前10時～午後7時
場イトーヨーカドー大井町店2階
内えごまクッキー、手作りスリッパ、リ
バーシブル巾着、ピンブローチ　他
問品川ボランティアセンター
☎5718－7172

第209回日曜コンサート
日11月17日㈰午後1時30分～3時
曲目／シューベルト作曲「アヴェ・マリ
ア」他
出演／品川クラシック音楽協会
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
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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

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、254,663,520円を岩手県宮古市（118,000,000円）・福島県富
岡町（118,500,000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。

11月23日㈷
￥1種目400円

時間 種目 対象（先着） 申し込み
10:00～10:45 ①親子体操（パパと体操）★ 4・5歳のお子さん

と父親各5組
午前10時から、電
話で総合体育館へ11:00～11:45 ②親子体操（パパと体操）★

13:45～14:30 ③かんたんエアロ＆腹筋★
16歳以上の方
各20人

当日直接、会場へ14:45～15:30 ④土曜午後のピラティス
15:45～16:30 ⑤土曜夕方のやさしいヨーガ
※運動できる服・タオル・飲み物持参。
※★の種目は、上履きが必要です。

勤労感謝の日　特別プログラム
総合体育館トレーニング室

◉景品が当たる大抽選会
◉「本まぐろの解体ショー」と即売会（入場制限あり）午後1時より整理券配付（120人先着）
◉全国地方物産展
◉区内のお店による「品川の銘店コーナー」
◉琴演奏とお茶席コーナー
◉カルチャーコーナー（体験型）
◉コンサート・歌・ダンス
◉人力車試乗会
◉使用済み廃油（植物油）の回収
◉区内のゆるキャラ登場
◉地域の生鮮三品のお店紹介　
◉まつ乃家栄太朗によるお座敷遊び体験　午後1時より　他

問品川区商店街連合会☎5498－5931   商業・観光課☎5498－6332

11月23日㈷ 午前10時～午後4時
中小企業センター
（西品川1－28－3）

大 業 つ商 ま り品川区
商店街
連合会

楽しくお得なイベントが
盛りだくさんの大商業ま
つりを開催します。
皆さん、お気軽にお越し
ください。

待望のひらつかホールリサイタルです。
日26年2月23日㈰午後2時開演（午後1時30分開場）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
出演／石田泰尚（ヴァイオリン）、中島剛（ピアノ）
曲目／シューベルト：アベマリア　スメタナ：「わが故郷より」～ヴァイオリ
ンとピアノのための2つの小品　他
￥3,500円（全席指定）
発売開始／11月16日㈯

窓口販売
午前9時から＝スクエア荏原・きゅりあん・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＝HPwww.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。
※午前9時から販売し、席がなくなり次第販売終了となります。
※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。

ニューイヤーコンサート「名曲で愉
たの

しむタイムトラベル」　好評発売中です！

石田泰尚石田泰尚の華麗華麗なる世界世界

区民芸術祭新人オーディション受
賞者「ＣＵＲＩＵＳ～キュリアス
～」によるニューイヤーコンサー
トです。お子さんと楽しめるプレ
コンサートも開催します。
日26年1月19日㈰午後2時30分開
演（午後2時開場）

場五反田文化センター（西五反田6
－5－1）
￥1,000円（全席指定）
○プレコンサート「子どもと楽し
む名曲コンサート」　　
午後0時30分開演（正午開場）　
※入場無料（自由席・250人先着）。

問チケットセンターＣＵＲＩＡ（キュリア）☎5479－4140

収
廃油回収ロボット
「ゆかいくん」
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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。

9月19日㈭、台場小学校で河川下水道課職員による出前
特別授業「つなみからにげる」が行われました。特別授
業では、地震や津波の想定・被害について学ぶとともに、
地震に対する備えや地震時の自分の身の守り方、避難場
所などについて具体的に学習しました。

デモスポ「グラウンド・ゴルフ」

9月21日㈯、天王洲公園野球場で第68回
国民体育大会のデモンストレーションとし
てのスポーツ行事（通称デモスポ）であ
る「グラウンド・ゴルフ」が開催されました。
グラウンド・ゴルフは、高齢期の健康づく
りとしても期待が集まっています。

東京国体ハンドボール

10月3日㈭・4日㈮、総合体育館で第68
回国民体育大会のハンドボール競技が行
われました。3日は成年女子1回戦の4試
合が、4日は成年男子2回戦の4試合が行
われ、各都道府県のチームが激突し、火
花を散らしました。

しながわ宿場まつり

9月28日㈯・29日㈰、旧東海道品川宿周
辺の八ツ山から青物横丁で「第23回しな
がわ宿場まつり」が行われました。人気
の催しである宿場まつりパレード「江戸
風俗行列」では、公募で選ばれた約100
人が旧東海道を練り歩きました。

中延よさこい祭り

9月14日㈯、中延商店街と昭和通り商店
会を会場に「中延よさこい祭り」が行わ
れ、よさこい演舞が披露されました。平
成21年以来4年ぶりの開催となった今回、
商店街に集まった観客からは演舞の終了
とともに拍手喝采が起きました。

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。

9月25日㈬、城南第二小学校で、リニューアルを予定して
いる東品川公園の整備に、子どもたちの意見を取り入れ
ることを目的としたミニワークショップを開催しました。
今後、ミニワークショップで出された子どもたちの意見
を踏まえ、27年春のオープンを目指しています。

9月27日㈮、三木小学校の2年生36人が、介護付き有料老
人ホーム「ファミリアガーデン品川」（大崎3－20）を訪れ、
日頃から取り組んでいる学習の成果の発表と高齢者との
交流を行いました。交流会では子どもたちの質問をきっ
かけに、自然に会話が盛り上がりました。

9月26日㈭、区とさわやか信用金庫、品川区社会福祉協議
会の三者による、「民間企業と連携した高齢者地域見守り
ネットワーク事業」に関する協定を締結。高齢者の孤立
死を防ぐことを目的に、さわやか信用金庫の区内6店舗に
在籍する営業職員35人が「見守り隊」を結成しました。

しながわ
写真
ニュース

9月14日㈯、きゅりあんで品川区シルバー成年式を開催し
ました。シルバー成年式は、70歳（古希）を迎えた区民
の皆さんを招き、新たな気持ちでこれからの人生を楽し
く歩んでいく契機にと企画された行事で、1,100人の方が
参加し、会場はおおいににぎわいました。

9月21日㈯、中小企業センターとしながわ中央公園グラウ
ンドで「みんな集まれふくしまつり2013」を開催。レクホー
ルのステージでは、福祉施設や福祉団体によるヒップホッ
プダンスや手話ダンスなどの発表が行われ、日頃の練習
の成果に温かい拍手が寄せられていました。

9月28日㈯、第一日野小学校で「芝生の上で親子で読書～
絵本をたのしもう～」を開催。品川図書館が、前身であ
る「荏川町文庫」の設立から、90周年を迎えたことを記
念して企画されたものです。乳幼児から小学生までの子
どもとその保護者、約60組・160人が参加しました。

10月5日㈯・6日㈰、メイプルセンターで「しながわアー
ティスト展2013」を開催。「見て、感じて、しながわアート」
をテーマに、イラストレーター・フォトグラファー・陶芸
作家・キャラ弁作家・劇団など、様々なアーティストがオ
リジナル作品や演劇などを披露しました。

しながわアーティスト展しながわアーティスト展
20132013

品川区シルバー成年式品川区シルバー成年式

ふくしまつり2013ふくしまつり2013

品川図書館90周年記念品川図書館90周年記念
「芝生の上で親子で読書」「芝生の上で親子で読書」

子どもたちの意見を子どもたちの意見を
取り入れた公園づくり取り入れた公園づくり

高齢者施設との高齢者施設との
ふれあい学習ふれあい学習

高齢者の地域見守り事業高齢者の地域見守り事業

台場小学校で特別授業台場小学校で特別授業


