
　区民の皆さんに広く推薦を呼びかけた生鮮三品小売店（八百屋さん・
肉屋さん・魚屋さん）について、多くの方から応募をいただき、八百屋
さん19店、肉屋さん18店、魚屋さん15店を推薦店として決定しました。
一覧は4・5ページに掲載しています。
　暮らしに欠くことのできない食料品を取り扱う生鮮三品のお店は、私
たちが生活するうえで大切な存在です。区内にはいつも目にする近所の
お店はもちろん、いろいろな特色を持ったお店があります。頼れる地域
のパートナーとして今後も積極的に利用し、応援してください。

「頑張れ！わたしのまちの
八百屋さん・肉屋さん・魚屋さん」

推薦店が決定しました！
問い合わせ 品川区商店街連合会☎5498－5931

商業・観光課商業支援係☎5498－6332

〠140－8715  品川区広町2－1－36　 代表番号  ☎3777－1111  広報広聴課 ☎5742－6644　Fax5742－6870  http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
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塗装施工店ボランティア
グループ「塗
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ペインター
ズ」の協力を得て、右記
６店舗において、看板・
シャッターなどの塗装作
業を行う予定です。

菜菜（大井1－44－6）
肉のポール（東大井5－23－13）
魚和（戸越1－16－12）
魚慶（平塚1－6－18）
魚藤（南大井6－8－14）
魚玉（西品川3－5－2）

　女性弁護士による法律相談
日12月7日㈯　①午前9時30分～正午②午後1時30分～4時
場男女共同参画センター相談室　人各5人（先着）
申12月6日㈮までに、電話で男女共同参画センター☎5479－4104へ

　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（☎5742－6823 Fax5742－6890）へ。
参当日、大ホールへ

　アニメＤＶＤ上映会「ハルのふえ」
日12月7日㈯　午後2時～4時　※上映に先立ち、「小学生人権メッセージ」と「中学生人権作文」
の品川区代表作品を朗読します。
原作／やなせたかし　※字幕付き。
人300人（先着）　観覧方法／当日、小ホールへ

　小中学生人権標語・ポスター展

　人権啓発パネル展（人権擁護委員の活動紹介など）

　人権をテーマにした複数の啓発ブース
日12月7日㈯～9日㈪　午前9時30分～午後4時45分（9日は午後3時まで）
場イベントホール

　人権擁護委員による人権身の上相談
日12月8日㈰　①午前9時15分～午後0時15分②午後1時～4時
場男女共同参画センター相談室
人各3人（先着）
申12月6日㈮までに、電話で広報広聴課区民相談室☎3777－2000へ

　障害者週間記念のつどい
日12月8日㈰　午後1時～4時　
場大ホール　※ロビーで作品販売やパネル展示などを行っています。
問障害者福祉課☎5742－6707

しながわ人権のひろば2013しながわ人権のひろば2013人権尊重都市品川宣言制定20周年

問人権啓発課☎3763－5391

日程  12月7日㈯～9日㈪ 会場  きゅりあん（大井町駅前）

● 11月23日㈷午前10時～午後4時に、中小企業センターで行わ
れる「品川区商店街連合会　大商業まつり」において推薦店
52店の紹介を行います。

●推薦店の店舗情報を様々な方法でお知らせしていきます。

　◎小冊子『私のまちの 肉屋さん 八百屋さん 魚屋さんで 見てきた 聞いてきた。』の
配布〈品川区商店街連合会（西品川1－28－3中小企業センター4階）の他、「大商
業まつり」会場などで配布します〉

　◎ケーブルテレビ品川の「チャンネル10しながわ」で放映する番組で快楽亭ブラ坊
と今野美里（ミータス）が紹介（12月からお店レポートを放映予定）

　※「チャンネル10しながわ」の視聴方法について、詳しくはケーブルテレビ品川
0120－559－470へお問い合わせください。

　◎品川区商店街連合会ホームページ内で紹介   HP shoren.shinagawa.or.jp/ 

※本紙11月11日号人権週間特集号でもお知らせしています。

看板・シャッターもきれいに！

52店舗を掲載、52店舗を掲載、
この冊子もこの冊子も
見てね。見てね。
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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
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情報館は2・3、6・7ページです情報館
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パパズプログラム（父親の子育て）

パパと一緒にクッキング！クリスマスチキンを作ろう！

ひとり親家庭「年末お楽しみ会」

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

日12月8日㈰午前10時30分～午後2時
場東大井児童センター（東大井1－22－16）
内ライス入りローストチキン（鳥の丸焼き）冬野菜添え・
チキンスープ作り、親子遊びなど
持ち物／エプロン、三角巾、軍手、水筒、皿（割れにくい物）、
フォーク、スプーン、お手拭き
人3歳以上のお子さんと父親20組（先着）
￥1人500円　
申11月28日㈭（消印有効）までに、往復はがきで講座名、
住所、電話番号、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

日12月15日㈰午後2時～4時
場きゅりあん（大井町駅前）
内ゲーム大会　※軽食・プレゼントあり。
人ひとり親家庭の親子50人（先着）
￥中学生以上1,000円　※小学生以下無料。
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申11月27日㈬までに、電話で子育て支援課児童家庭相談
係☎5742－6589へ

●園庭開放
　月～金＝ 東五反田保・伊藤保（午前10時～正午）、西品川保、

大井保、冨士見台保、二葉保（午前9時～正午）
　火・木＝荏原保
　水＝第一日野すこやか園（午後0時30分～2時）
　 3日㈫・10日㈫・17日㈫＝西中延保
　 3日㈫・19日㈭＝八潮わかば幼
　 4日㈬・11日㈬・18日㈬＝台場保
　18日㈬＝ 平塚すこやか園（午前10時30分～11時30分）、
　　　　　 城南幼、浜川幼
　19日㈭＝二葉すこやか園（午後1時30分～3時）
　19日㈭・26日㈭＝伊藤幼
●園公開（4・5歳児室）
　 4日㈬・5日㈭＝平塚すこやか園
●身体測定
　 3日㈫＝西五反田保、東品川保、荏原西保
　 4日㈬＝品川保
　 5日㈭＝東大井保
　19日㈭＝西中延保
●体の話
　19日㈭＝中原保
●絵本の広場開放
　19日㈭＝西中延保

●リズム遊び
　 4日㈬・25日㈬＝二葉保（乳児）
　 5日㈭・19日㈭＝南大井保
　11日㈬＝ゆたか保（作って遊ぼう）
●子どもまつり
　 4日㈬・5日㈭＝大井保
●こども会
　20日㈮＝三ツ木保、南ゆたか保
●ハッピーデイ
　20日㈮＝八ツ山保
●ウインターフェスティバル
　20日㈮＝東品川保
●もちつき会
　20日㈮＝ゆたか保
●遊ぼうくらたっこの会
　10日㈫～13日㈮＝大井倉田保
●おはなし会
　 6日㈮＝大井倉田保
●お楽しみ会
　18日㈬＝八潮西保
●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）

　12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。

母乳の飲ませ方や、母乳育児のポイント
について、助産師がアドバイスします。
日12月10日㈫午後3時～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親10人
（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

日12月5日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリと交流
講師／伊藤滋唯（理学療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
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

日12月17日㈫午後1時30分～3時45分
内もく浴実習、先輩ママとの交流
人初めての出産を控えたカップル10組（先着）
場申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12月2日㈪午後2時～4時
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

母乳相談 難病の方のためのリハビリ教室 二人で子育て（両親学級） 思春期家族教室

がん検診・健康診査など
　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）＊…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＊…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（予約制）…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上の男性
胃がんリスク検診＊（50・55・60・65・70・75歳）
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 各医師会、契約医療機関
成人歯科健診＊（40・45・50・55・60・65・70歳） 契約医療機関
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

健
康
診
査

詳しくはお問い合わせください。
問40～74歳の方
　　・国民健康保険の方＝国保医療年金課保健指導係☎5742－6902
　　・国民健康保険以外の方＝自分が加入する医療保険者にお問い合わせください。
　75歳以上の方＝国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

○ 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

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）

11月23日㈷
24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23日㈷

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
 小林歯科医院 北品川 2 －22－10 ☎3471－3326
 歯科依田医院 戸　越 6 － 7 －26 ☎3782－0382
 大井接骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
 押田接骨院 小　山 2 － 8 －13 ☎3787－8036

11月24日㈰

 林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
 小川歯科 東品川 2 － 2 － 4 ☎5460－8148
 広田歯科 戸　越 5 －11－ 6 ☎3784－4111
 梅津柔道整復所 東大井 3 － 5 －10 ☎3766－7082
 綱井接骨院 小　山 6 － 2 － 9  ☎3781－9330

  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30日㈯ 　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
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＊受診券有り

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） 3日㈫ 18日㈬ 13日㈮
うつ病あんしん相談 20日㈮ 18日㈬ 4日㈬
高齢期のこころの相談 24日㈫ 10日㈫ 9日㈪・25日㈬
児童思春期のこころの相談 4日㈬ 26日㈭ 26日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談 12月

問各センターへ

※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
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マンション管理士・一級建築士
を派遣します
内マンション管理士＝マンションの維持
管理や管理組合の運営についての相談
一級建築士＝マンションの大規模修繕
（耐震改修は除く）についての相談
※1回2時間程度（土・日曜日も可）。
人区内にある分譲マンション管理組合
※1組合各3回まで。
申電話で、都市計画課住宅運営担当☎
5742－6777へ

特別区職員技術職採用フォーラム
日26年1月26日㈰午後0時50分～4時　
場國學院大学（渋谷区東4－10－28）
内採用試験概要説明、基調講演、技術
職職員による仕事紹介と質問会
人26年度以降の採用試験受験希望者で、
技術職＊での受験を希望している方500
人程度（抽選）
＊土木造園（土木）、土木造園（造園）、
建築、機械及び電気の各職種。
※受験資格は特別区人事委員会ホーム
ページなどで確認してください。
申12月25日㈬（消印有効）までに、往
復はがきに「技術職採用フォーラム」と
し、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、
電話番号、希望職種、質問（50文字以内）
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。

登録調査員募集
事前に登録し、統計調査実施時に統計調
査員として活動します。
日26年度調査から順次
内調査対象への訪問、調査票の配布・記
入依頼・回収・整理
報酬／調査によって異なる
人次にあてはまる方50人程度（選考）
・26年4月1日現在、満20～満74歳
・区内での調査活動が可能な所に居住  他
※詳しくはお問い合わせください。　
面接／12月中旬
申12月3日㈫（必着）までに、地域活動
課統計係で配布する申込書（写真貼付）
を同課統計係（〠140－8715品川区役
所第二庁舎6階☎5742－6869）へ郵送

公正証書遺言説明会
最期の意思を残された人に伝え、実現し
てもらうための公正証書遺言について説
明します。
日12月18日㈬午後2時～4時
講師／丸山昌一（大森公証役場公証人）
人30人（先着）
場申12月17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

住宅相談会を開催します
日12月1日㈰午後1時～4時
内①住宅相談（施工業者・建築士による
リフォームや建て替え、耐震改修などの
個別相談）②耐震改修に関するビデオ上
映 ③耐震改修費用・施工方法などの事
例紹介 ④助成制度の案内
主催／品川区住宅耐震化促進協議会
場参当日、直接スクエア荏原（荏原4－
5－28）へ
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

介護者教室
日12月10日㈫午後1時30分～3時30分
場荏原第二区民集会所
（荏原6－17－12）
内要援護者の災害時の備えと対応～介
護が必要な家族のために
人30人（先着）
申12月9日㈪までに、電話で小山在宅介
護支援センター☎5749－7288へ

介護者教室
日12月7日㈯午後1時～3時
場福栄会（東品川3－1－8）
内介護に役立つ髪の知識、ポイントカッ
トの実習
講師／馬場絵美子（元美容学校講師）
持ち物／筆記用具
人20人（先着）
申12月6日㈮までに、電話で大崎在宅
サービスセンター☎5461－0830へ

母子福祉室のご案内
ひとり親家庭や寡婦・寡夫のグループの
方の交流・活動の場として、ぜひご活用
ください。
場母子福祉室
（大井町駅前きゅりあん3階）
※利用には、団体登録や利用申請が必要
です。事前にご相談ください。
問子育て支援課児童家庭相談係
☎5742－6589

正月スキー教室
日12月30日㈪午後10時～26年1月2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）
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30人（先着）
￥41,000円
申12月20日㈮までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（12月16日㈪を除く）

第63回秋季新人優勝卓球大会
日12月22日㈰午前9時から
場総合体育館
種目／ダブルス＝一般男子・女子、シニ
ア男子（合計105歳以上）・女子（合計
110歳以上）、初級混合（女子ダブルス可）
シングルス＝一般男子・女子、シニア男
子（50歳以上）・女子（60歳以上）、ジュ
ニア（18歳以下）男子・女子、初級男子・
女子
※ダブルスとシングルスの重複のみ1人 
2種目出場可。
※年齢は26年4月1日現在。
￥シングルス1,200円（900円）
ダブルス1人900円（800円）
18歳以下は1種目500円
※連盟登録者は（　）の金額。
主催／品川区卓球連盟
申12月3日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

講座

発達障害・思春期サポート事業
第6回啓発講演会
日12月21日㈯午前10時～正午
内不登校と進路選択～思春期サポート事
業の取り組みから
講師／荒尾俊樹（パルレ心理相談員）
人35人（先着）
￥500円（資料代）
場申12月19日㈭（必着）までに、往復はが
きかEメールで講演会名、住所、氏名、電
話番号をパルレ（〠140－0001北品川3－7
－21北品川つばさの家4階 moushikomi
@gol.com）へ
問障害者福祉課療育支援担当
☎5742－6389

手づくり講習会と折り紙会
日11月27日㈬午前10時30分～午後3時
※正午～午後1時を除く。受け付けは午
後2時まで。
内布で作るうさぎのブローチなど
￥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－☎5718－7181

公園の植物を使った
季節のリース作り講座
日12月8日㈰午前9時30分～正午　
※雨天時は天王洲公園管理事務所（東品
川2－5－42）。
人区内在住か在勤の方15人（先着）
場申正午～午後4時30分に、電話で東品川
海上公園（東品川3－9☎3471－3696）へ

春まで楽しめる寄せ植えと
ガーデンピック作り講座
日12月7日㈯午前10時～正午　
※雨天実施。
人区内在住か在勤の方20人（先着）
場申正午～午後4時30分に、電話でしな
がわ中央公園（区役所前☎5740－5037）
へ

消費生活教室 ｢家庭でできる！みんな
でつくる！クリスマスパーティー料理｣
日12月17日㈫午前10時～午後1時
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／田口道子（料理研究家）
人30人（先着）
￥1,000円（材料費）
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。

中途失聴・難聴者サポーター
養成講習会
聞こえにくい悩みがある方の支援方法を
学びます。
日26年1月9日～3月13日の木曜日
午後1時30分～3時30分（全10回）
人区内在住か在勤で、18歳以上の健聴
の方20人（抽選）
場申12月20日㈮（必着）までに、往復
はがきで講習会名、住所、氏名（ふりが
な）、電話番号（日中連絡が取れる）、生
年月日（年齢）を障害者地域活動支援セ
ンター（〠142－0064旗の台5－2－2心
身障害者福祉会館内☎5750－4996）へ

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

シルバーパスのお知らせ

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26年9月
30日）を発行しています。
￥25年度の区民税が課税の方 …… 20,510円
25年度の区民税が非課税の方 ………1,000円
※25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

スポーツ

“ プ－ルで歩く ”運動は、膝や腰に負担をかけずに効果的にできます。

水中散歩教室
No. 会場 日程（各全10回） 曜日 時間 定員（抽選）
① 戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23） 26年1月9日～3月13日 木

9：45～10：45
各80人

② 11：45～12：45

③ 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2） 1月16日～3月20日 木 13：45～14：45 70人

④ 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2） 1月9日～3月13日 木

9：45～10：45
各60人

⑤ 11：45～12：45
⑥ 品川学園温水プール
（北品川3－9－30） 1月10日～3月14日 金

9：45～10：45
各80人

⑦ 11：45～12：45
⑧ 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

1月7日～3月18日
（2月11日を除く） 火

9：45～10：45
各60人

⑨ 11：45～12：45

￥各5,000円
申12月2日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、No.、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号を品川健康センター（〠140－0001北品川3－11－22☎5782－8507）へ 
※おおむね1年以内に受けた健康診断などの結果表が必要です。ない場合は、手続きできません。

講座・講演
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「頑張れ！わたしのまちの八百屋さん・肉屋さん・
魚屋さん」推薦店52店を紹介します

品川区商店街連合会☎5498－5931、商業・観光課商業支援係☎5498－6332

“いつも”良い品が並ぶは当然

世田谷市場仕入れの東京野菜！

独自のポイント、ネットで宅配も

店主の売り声で元気チャージ！

お孫さんにもあげたいコロッケ

野菜・果物は毎日必要なもの

元気な声が飛んで来る八百屋さん

野菜に囲まれベジ談義に花が咲く

お客さんをガッカリさせたくないんです

奉仕は先に、利は後にの精神

親子三代＋孫たちでにぎやかな店

お店の外まで甘い果実にうっとり

仲卸店ならではの品質と安さ

銀座、渋谷の名店にも卸す目利き

家族でおいしい食べ方を考える

地域を守ることも、商店の使命！

女性のパワーで老舗を切り盛り

牛肉の霜降りが食欲そそる！

ご近所想
お も

いの配達サービス

カラフル野菜のミュージアム！?

若き店主の切り盛りする八百屋

目を見張る大きさ！看板商品がずらり

肉の生い立ちにもこだわるのだ 

斉藤青果

マルシン青果

新鮮屋　松良

南部屋

かたばみ精肉店

丸ニ青果 中延店

フルーツ＆ベジタブル 天寿

菜菜

石井青果店

小林青果

天寿青果

フルーツきたがわ

中村忠商店

天寿青果中延店

江田青果店

マルダイ大塚好雄商店

本橋商店

ニ幸精肉店

中真商店

八百半商店

豊野商店

フレッシュひろき

田中精肉店

1

6

11

16

1

5

10

15

2

7

12

17

2

3

8

13

18

3

4

9

14

19

4

戸越駅7分
豊町1－7－2

営業時間／
10:00～19:00
定休日／火曜日　
☎3781－3733

中延駅1分 
東中延2－10－16 

営業時間／
10:00～20:00
定休日／水曜日
☎3781－5481

大森駅10分
南大井4－19－16

営業時間／
10:00～20:00　
定休日／日曜日、
祝日
☎3762－3705

大井町駅15分 
大井5－12－5

営業時間／
9:00～19:30
定休日／祝日
☎3771－5511

戸越駅7分 
豊町1－7－1

営業時間／
10:00～19:00　
定休日／火曜日
☎3782－7324

荏原中延駅3分
中延3－2－11

営業時間／
10:00～20:00
定休日／日曜日
☎3783－0156

鮫洲駅1分 
東大井1－17－17

営業時間／
10:30～19:00
定休日／日曜日、
祝日　
☎3474－8295

大井町駅3分 
大井1－44－6

営業時間／
13:00～19:00
（土曜は11:30
から）　
定休日／日曜日、祝日

大崎駅8分 
西品川2－14－8

営業時間／
8:30～19:30
定休日／日曜日、
祝日
☎3492－0480

荏原町駅3分 
旗の台4－3－8

営業時間／
9:00～20:00
定休日／日曜日　
☎3781－3298

立会川駅3分 
南大井5－3－4

営業時間／
9:00～19:00
定休日／日曜日、
祝日　
☎3763－1493

西大井駅5分 
二葉2－22－4

営業時間／
8:00～19:00
定休日／日曜日、
祝日　
☎3781－1039

戸越駅7分 
豊町1－5－2

営業時間／
10:00～19:00
定休日／日曜日
☎3781－5129

荏原中延駅1分
中延3－1－6

営業時間／
10:00～19:00
定休日／日曜日、
祝日　
☎3786－0411

青物横丁駅3分 
南品川2－8－24
営業時間／
9:30～19:00　
定休日／日曜日、
祝日、水曜日（不
定期）
☎3472－8239

北品川駅5分 
北品川2－2－9

営業時間／
7:00～20:00
定休日／日曜日　
☎3471－1285

五反田駅2分 
東五反田1－15－11

営業時間／
9:00～19:30
定休日／日曜日、
祝日
☎3442－5861

戸越公園駅3分
戸越4－9－17

営業時間／
10:00～20:00
定休日／日曜日
☎3782－3376

荏原町駅1分 
中延5－2－5
※現在は仮
店舗（中延5
－12－4）で
営業中
営業時間／9:00～19:00
定休日／日曜日　☎3782－6126

北品川駅1分 
北品川1－22－20

営業時間／
9:00～20:00
定休日／日曜日、
祝日
☎3471－7705

大井町駅5分 
大井1－55－7

営業時間／
10:00～18:30
定休日／日曜日、
祝日　
☎3774－8198

武蔵小山駅7分 
荏原3－5－12

営業時間／
9:30～21:00　
定休日／木曜日
☎3788－3490

戸越公園駅5分
豊町5－10－14

営業時間／
9:00～19:00
定休日／日曜日
☎3782－6030

八百屋さん
19店舗

肉屋さん
18店舗

問い合わせ

発行部数／140,000部
配布方法／新聞折り込み（読売・朝日・毎日・産経・東京・日経）、
　　　　　区内主要駅頭広報スタンド、区施設　他
広告料（1回）／45,000～140,000円
★申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ　広報広聴課☎5742－6644

広報紙に広告を掲載しませんか
「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。
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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、小型家電〈特定品目〉）
12月14日㈯・28日㈯午前10時～正午＝小学校など
29カ所　小学校（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）、小中一貫校（日野・伊藤・豊葉の杜学園）、地
域センター（品川第一・大崎第一・大井第二・大井第三・
八潮）、区役所、品川区清掃事務所　※雨天決行。

○回収時間外に施設に置いていく行為はおやめください。
■区内26カ所で、家庭で使用済みになったインク
カートリッジを回収しています。

  リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）
1月号の掲載は12月20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
●12月7日㈯午前9時30分～午後2時
※雨天の場合は8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
●12月8日㈰午前9時～午後4時　
※雨天の場合は21日㈯。
場荏原南公園（荏原6－16）
募集数／15店　出店料／500円
申電話で、宇佐美☎090－2325－2680へ

   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。
手数料／出品1点につき100円　定休日／両店とも水曜日
※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。

　大井町店　 
広町2－1－36  第三庁舎2階　☎5742－6933
営業時間／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「クリスマス・お正月用品と陶器」の
出品募集
日11月25日㈪までの午後1時～4時
※出品は1人1回10点まで、予約なしで身分証明書を
持ってお越しください。
※詳しくはお問い合わせください。

■家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部を助
成します
助成額・対象など詳しくはお問い合わせください。
○区ホームページから電子申請もできます。

問 
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揚げ物はすべて揚げたてが信条

安心！オープンスタイルの調理場

鶏
と り

ならお任せ、独特のタレと工夫

パーティーの“おもたせ”はこちらで

お肉屋さんの50種ものお総菜

ウチの売り物？夫婦漫才じゃないよ

自慢の魚を使った手作り弁当！

お客さんを思い浮かべて仕入れする創業90年を裏打ちする店主力！

鶏
と り

肉
に く

の概念が変わる！熟成鶏に行列

創業して半世紀、“旨
う ま

い”を看板に

ずらりと並ぶ鮮魚の種類に目移り

喜んでもらえることが一番！

ずらり並ぶ総菜は、商店街の顔

肉好きならゼッタイ行きたい品揃え

種類豊富で魚を買うのが楽しい！

三代目修行中。受け継ぐ確かな目と技

プロの味を、お店でも家でもたん能

おいしい肉と総菜が自慢です

その品揃
ぞ ろ

えが遠方からもお客呼ぶ

ごまかし仕事はしない厳しさ

毎朝築地で仕入れる鮮魚の数々

お客さんを思い浮かべて仕入れする

海鮮丼も美味！店主は元寿
す

司
し

職人

行列のできる日替わり弁当

歴史を背負い、品質の良さ守りたい

仲良し家族のきりもりする店

夫婦のあうんの呼吸が老舗を作る

かけるひと手間でここだけの味

桜井精肉店

はっぴーにくや 肉の雲野

鳥新

高野屋精肉店

三都屋畜産

魚和

魚仙

魚春魚吉

鶏肉専門店 信濃屋

双川

さんわ水産

肉のポール

肉の伊吾田

タカギフーズ 町のお肉屋さん

魚慶

魚武

おさかな処 かね吉

森商店

肉の丸萬

松井商店

魚重商店

魚藤

魚玉

岸商店

味厨 するがや

清水海産

魚光

魚惣
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新馬場駅5分
南品川4－18－14

営業時間／
10:00～19:30
定休日／日曜日
☎3471－9067

戸越駅2分 
戸越1－15－12

営業時間／
10:00～20:00
定休日／日曜日
☎3782－1430

立会川駅5分 
南大井5－9－4

営業時間／
10:00～19:00
定休日／日曜日、
祝日
☎3762－3707

戸越公園駅3分
戸越6－7－17

営業時間／
9:00～19:30
定休日／日曜日　
☎3781－5419

武蔵小山駅2分
小山4－4－19

営業時間／
9:00～19:30
定休日／日曜日、
祝日
☎3782－0131

戸越駅2分
戸越1－16－12

営業時間／
11:00～19:30頃
（土曜日は12:00から）
定休日／日曜日
☎3781－7539

新馬場駅3分
北品川2－7－19

営業時間／
10:00～19:00
定休日／日曜日、
祝日
☎3472－6800

大井町駅4分
大井1－44－5

営業時間／
13:00～20:00
定休日／日曜日
☎3771－6678

大井町駅8分
大井3－18－19

営業時間／
12:00～20:00
定休日／日曜日、
祝日
☎3771－4002

五反田駅2分
西五反田1－13－1

営業時間／
9:00～19:00
定休日／日曜日、
祝日
☎3491－9320

戸越駅7分
豊町1－5－5

営業時間／
13:30～19:00
定休日／火曜日
☎3782－3254

荏原中延駅2分
中延3－2－9

営業時間／
8:00～20:00
定休日／無休
☎5702－5989

大井町駅5分
東大井5－23－13

営業時間／
8:00～19:30
定休日／日曜日、
祝日
☎3471－9720

中延駅1分
東中延2－10－14

営業時間／
8:30～18:30
定休日／水曜日、
第1・3日曜日
☎3782－2529

武蔵小山駅10分
荏原3－6－4
営業時間／
11:00～20:00
（10～4月は
19:00まで）
定休日／無休
☎5749－4785

戸越駅30秒
平塚1－6－18

営業時間／
10:30～19:30
定休日／日曜日、
祝日
☎3786－7777

北品川駅1分
北品川1－24－4
営業時間／
14:00～20:00
（夏季16:00頃～）
定休日／日曜日、
祝日
☎3471－3923

西大井駅5分
二葉3－28－3
営業時間／
11:00～14:00
17:00～21:30
定休日／木曜日、
第4水曜日
☎3781－3712

五反田駅15分
西五反田6－23－8
営業時間／
10:00～19:30
定休日／日曜日、
祝日、第2・4土曜
日（祝日のある週
は営業）☎3492－3664

旗の台駅2分 
旗の台2－6－5

営業時間／
9:30～20:30
定休日／日曜日
☎3782－7798

武蔵小山駅6分
小山5－16－9

営業時間／
10:00～18:30
定休日／水曜日
☎3781－8418

荏原町駅2分
中延5－7－5

営業時間／
11:00～19:00
定休日／日曜日、
祝日
☎3783－4330

大森駅7分
南大井6－8－14

営業時間／
11:00～19:30
定休日／日曜日、
祝日
☎3761－8834

大崎駅8分
西品川3－5－2

営業時間／
11:30～13:30
17:00～22:00
定休日／日曜日
☎3494－1494

五反田駅1分
西五反田1－7－1

営業時間／
7:00～18:00
定休日／日曜日、
祝日　
☎3494－0125

北品川駅5分
北品川1－30－7
営業時間／9:00
～19:30（土曜日
は19:00まで）
定休日／日曜日、
祝日
☎3471－3840

荏原町駅2分
中延5－7－5

営業時間／
10:00～20:00
定休日／日曜日
☎3788－5993

大井町駅2分
東大井5－2－7

営業時間／
15:00～21:00
定休日／日曜
日、水曜日（不
定期）☎3471－1996

武蔵小山駅3分
小山4－4－20

営業時間／
11:00～19:30
定休日／日曜日、
祝日
☎3781－6751

※小型家電の回収は、10cm×25cm以内の物で、デジタル音
楽機器、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、電子辞書、
車載機器、ACアダプターなど付属品です。

魚屋さん
15店舗
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燃やすごみ
月・木地区 30日㈪
火・金地区 27日㈮
水・土地区 28日㈯

陶器
ガラス
金属ごみ

第
１・３
収
集
地
区

月曜日地区 16日㈪
火曜日地区 17日㈫
水曜日地区 18日㈬
木曜日地区 19日㈭
金曜日地区 20日㈮
土曜日地区 21日㈯

第
２・４
収
集
地
区

月曜日地区 23日㈷
火曜日地区 24日㈫
水曜日地区 25日㈬
木曜日地区 26日㈭
金曜日地区 27日㈮
土曜日地区 28日㈯

資源

月曜日地区 30日㈪
火曜日地区 24日㈫
水曜日地区 25日㈬
木曜日地区 26日㈭
金曜日地区 27日㈮
土曜日地区 28日㈯

年末年始は1年間で最もごみ量が増加します。ご
み量や道路事情により、収集時間が通常時と異な
る場合があります。年末年始の収集にご協力をお
願いします。

問品川区清掃事務所☎3490－7051
品川区清掃事務所荏原庁舎☎3786－6552
● 分別されていないごみ・資源は回収できません。
● 年末最後のごみ・資源収集後は、年始の決められ
た収集日まで、ごみ・資源を出さないでください。
● 12月31日㈫～26年1月3日㈮は、すべてのごみ・
資源の収集を休みます。年始のスケジュールは本
紙12月21日号でお知らせします。

◎粗大ごみは申し込み制で、受付時間は月～土曜日
午前8時～午後9時です。年末は12月28日㈯午後9
時まで、年始は26年1月4日㈯午前8時から受け付け
ます。
申品川区粗大ごみ受付センター☎5715－1122
※午前中と月曜日、年末年始は大変混み合い電話が
かかりにくくなっています。

●12月終わりの収集日

八潮パークタウン

年末のごみ・
資源収集のお知らせ

燃やす
ごみ

月・水・金地区 30日㈪
火・木・土地区 28日㈯

陶器
ガラス
金属ごみ

第1・3収集地区 21日㈯

第2・4収集地区 28日㈯
資源 30日㈪

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）
11/21情報館 キッズクラブ・健康ひろばは2ページ、シニアクラブは3ページです。

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誰でも簡単に弾ける！ピアノで奏でる
ポピュラーソング＜40分個人レッスン＞
日12月2日㈪・16日㈪
午前9時30分～午後0時10分のうち40分
（全2回）
※全6回のうち5回目からの途中入会。
人4人（先着）　￥5,600円
②リラックス英会話＜初中級＞
日12月6日㈮・13日㈮・20日㈮
午前10時30分～正午（全3回）
※全10回のうち8回目からの途中入会。
11月29日㈮の体験受講（500円）が必要。
人中学英語程度の文章が読める方16人
（先着）
￥6,600円（テキスト代別）
③水墨画＜水曜＞＜金曜＞
日①12月4日㈬・18日㈬②12月13日㈮・
20日㈮午後1時～3時（各全2回）
※全6回のうち5回目からの途中入会。
人各20人（先着）　
￥各3,000円
④フォーチュンタロット入門
日11月30日㈯、12月7日㈯・14日㈯
午後3時30分～5時30分（全3回）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
人8人（先着）　
￥4,800円（教材費別）

⑤ジャズダンス
日11月30日～12月21日の土曜日
午後6時30分～7時45分（全4回）
※全10回のうち7回目からの途中入会。
人16人（先着）　￥6,000円
───────共　　通───────
場申電話で、同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ

催し

目黒川みんなのイルミネーション2013
桜色のＬＥＤで目黒川に冬の桜Ⓡを咲か
せるイルミネーションが今年も開催。地
域の廃食油を活用したエコ電力で、冬に
咲き光る桜の並木道をつくります。
日11月29日㈮～12月25日㈬
午後5時～10時
場五反田ふれあい水辺広場（東五反田2
－9）と周辺の目黒川沿い　
※点灯規模・期間は天候などにより変更
になる場合があります。
問目黒川みんなのイルミネーション実行
委員会事務局☎5330－7675
都市開発課☎5742－6763

健康大学しながわ2013
探求テーマ発表会
卒業生による研究発表です。健康づくり
に関心のある方、ぜひご参加ください。
日12月14日㈯午後1時～3時

場講堂（第三庁舎6階）
人50人（先着）
申12月9日㈪までに、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2225へ

障害者とのふれあいコンサート
「心の唄2013～共に生きる」
高次脳機能障害の方が参加して、共に生
きる社会をめざし、歌い語りあう催しです。
日11月30日㈯午後2時より
場きゅりあん（大井町駅前）
￥1,700円（前売り1,500円）
小・中学生、障害者1,000円
※鑑賞券はきゅりあんにて販売中。
問障害者福祉課障害者相談係
☎5742－6710

品川＆早川ふるさと交流
冬休みファミリーキャンプ
正月飾り作りに挑戦、鏡餅も作ります。
日12月28日㈯～29日㈰（1泊3食付き）
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
￥8,300円、小学生以下6,370円
（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

催　し ★

★

講座・講演

区内に大きな被害が発生した場合、多くの避難者を受け入れるため、複数の
避難所を一斉に開設することが必要になります。今回は各地区における避難
所訓練と区の職員訓練、関係機関との連携訓練などを行います。

地区（訓練避難所）／品川第一地区（品川学園）、品川第二地区（城南小学校・
東海中学校）、大崎第一地区（第一日野小学校）、大崎第二地区（大崎中学校）、
大井第一地区（立会・鮫浜・浜川・鈴ケ森小学校、浜川・鈴ケ森中学校）、
大井第二地区（山中小学校・伊藤学園）、大井第三地区（冨士見台中学校）、
荏原第一地区（小山小学校）、荏原第二地区（第二延山小学校）、荏原第三地
区（中延小学校・荏原平塚学園）、荏原第四地区（大原小学校）、荏原第五地
区（豊葉の杜学園）、八潮地区（こみゅにてぃぷらざ八潮）

12月8日㈰ 午前10時～正午
問防災課啓発・支援係☎5742－6696

区内一斉防災訓練
大地震に備えて！

オリジナル曲のほか、クラシックの名曲からジャズナンバーまでお楽しみ
いただける魅力満載のコンサートです。
日26年3月7日㈮午後6時30分開演（午後5時45分開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
出演／森山良子　
曲目／さとうきび畑、涙そうそう、この広い野原いっぱい　他
￥5,500円（全席指定）
発売開始／11月30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。
※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。
問チケットセンターCURIA（キュリア）☎5479－4140

森山良子コンサートツアー

　クイズラリー！
ヒントを手がかりにゴールをめざします。エントリー用紙に書いて応募
すると抽選でオリジナルグッズをプレゼント。
日12月25日㈬まで

　クリスマス特別イルカ・アシカ・アザラシショー
　デンキウナギのイルミネーションツリー
日12月25日㈬まで　※アシカ・アザラショーは12月1日㈰から。

　イルカと記念撮影（1日3回）
日12月21日㈯～25日㈬　※ショーが始まる前に各5組抽選。

　クリスマス水中パフォーマンスショー（1日3回〈土・日曜日は4回〉）
トンネル水槽でサンタが餌付けをします。
日12月25日㈬まで　

￥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・在勤・在学の方は住所など（65歳以上の方は年齢も）
確認のできるものを各自提示すると（　）の金額になります。
場問しながわ水族館（勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－
3433 HPwww.aquarium.gr.jp/）

しながわ水族館の
　  イルミネーションクリスマス2013

2013～2014

ごみ・資源は、収集日の午前8時（早朝収集地区は
午前7時30分）までに出してください

あなたに合った仕事で、収入を得ませんか。シルバー人材センターは、高齢者の生
きがいづくりと社会参加を応援しています。

●専門・技術の仕事：経理事務など
● 技能の仕事：ブロックコンクリート工事、ふすま・障子張り、雨樋

どい

工事、洋服補修、
出張着付け、和裁仕立てなど

● 事務の仕事：一般事務、受付事務、毛筆筆耕、あて名書きなど
● 管理の仕事：学校・マンションなどの管理、駐車場管理、自転車整理など
● 軽作業の仕事：公園清掃、除草、商品整理、袋詰め、封入、マンション清掃など
● サービスの仕事：家事援助、区広報の配布、児童送迎、交通指導、見守りなど
人区内在住で、健康で働く意欲のある60歳以上の方　会費／年2,500円

シルバー人材センター会員募集

共
通

問シルバー人材センター本部事務局☎3450－0711



（7）

問地域活動課☎5742－6687

11月21日㈭・22日㈮に開催する本会議での一般質問の様子が、ケーブルテレビ品川
で放送されます。区議会本会議の放送では、手話通訳を取り入れています。

ケーブルテレビで放送された会議の様子は、放送終了後に品川区議会ホームページで配信しま
す。また、DVDを貸し出していますので、希望の方は電話で区議会事務局☎5742ー6810へ。

ケーブルテレビ放送
区議会の

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

人18歳以上の方　※高校生不可。
任用開始／26年4月1日㈫
社会保険など／勤務形態により加入

交通費／区の規定による
申12月6日㈮（消印有効）までに、履歴書（写真貼付）に区分（10は「週3日」「週5日」「どち
らでも可」も）を書いて、人事課人事係へ郵送か持参

※応募は1人1区分です。　※書類選考、面接があります。
※10は児童対応などの実技選考があります。
※書類選考の結果は1月28日㈫までに通知します。
※履歴書は返却しません。

区分 勤務場所 勤務内容 勤務時間 勤務日数 報酬 交通
費 任用期間 採用予定数

（選考） 応募資格 問い合わせ
❶

保育園 保育補助業務

7:30～14:45のうち3時間

週5日（月～土曜）

時給
各1,200円 ― 1～3

年間 約450人 健康で働く意欲のある
方

保育課保育計画係
☎5742－6723

❷ 12:00～21:00のうち3時間
❸ 7:30～15:30のうち5時間 時給

各1,500円 ○ 1年間 約130人 保育士資格＊を持ち、健
康で働く意欲のある方

❹ 12:30～20:30のうち5時間
❺ 16:00～22:00のうち5時間 時給　1,800円
❻ 7:30～20:30のうち7時間45分 週3日（月～土曜）時給　1,500円 約20人

❼

二葉・御殿山・
台場幼稚園

保育補助業務

7:30～10:30、14:00～19:30のうち3時間
（水曜12:00～19:30のうち3時間）
（土曜・休業期7:30～19:30のうち3時間）

週5日（月～土曜）

時給
各1,200円 ― 1年間 約20人 健康で働く意欲のある

方

保育課保育計画係
☎5742－6723

第一日野・浜川・
平塚幼稚園

7:30～10:30、14:00～18:30のうち3時間
（水曜12:00～18:30のうち3時間）
（休業期7:30～18:30のうち3時間） 週5日（月～金曜）

八潮わかば・伊藤・
城南幼稚園

14:00～17:30のうち3時間
（水曜12:00～17:30のうち3時間）
（休業期8:30～17:30のうち3時間）

❽

二葉・御殿山・
台場幼稚園

7:30～13:30、14:00～19:30のうち5時間
（水曜12:00～19:30のうち5時間）
（土曜・休業期7:30～19:30のうち5時間）

週5日（月～土曜）
時給
各1,500円 ○ 1年間 約20人

幼稚園教諭免許か保育
士資格＊を持ち、健康で
働く意欲のある方

第一日野・浜川・
平塚幼稚園 7:30～13:30、12:00～18:30のうち5時間

週5日（月～金曜）八潮わかば・伊藤・
城南幼稚園

12:00～17:30のうち5時間
（休業期8:30～17:30のうち5時間）

❾ 小・中学校
小中一貫校 学校事務

月～金曜8:30～15:30（10:15 ～17:15の場合あ
り）
土曜8:30～12:30（8:30～15:30の場合あり）

月平均16日
（月～土曜） 時給　1,140円 ○ 1年間 約50人 パソコン操作ができ、健

康で働く意欲のある方
庶務課庶務係
☎5742－6823

10 すまいるスクール
運営企画・補助
勉強会の企画・
運営・児童指導

月～金曜（主に13:15～18:15）
土曜・休業日（8:30～18:15のうち5時間）

週3日か週5日
（月～土曜） 時給　1,500円 ○ 1年間 約60人 教員免許を持ち、児童の

指導に熱意のある方
子育て支援課すま
いるスクール担当
☎5742－6596

26年度　非常勤職員募集 問人事課人事係（〠140－8715 品川区役所本庁舎5階☎5742－6628）

家族で 仲間で 会社で みんなで

●楽しい旅行 ●サークル・青少年合宿 ●宿泊研修・社員旅行 ●伊豆・日光観光

区民の方
（区内在住・在勤）

利用月の6カ月前の1日より
6月分の受付／12月1日㈰より

区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

○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。

※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お申し込みください。
※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。
※ゴールデンウイーク期間（26年5月2日～5日）は繁忙期です。11月30日㈯締め切り
で抽選となります。
※区民の方は区の補助により料金の割引があるので、区民料金が設定されています。
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）。

予約受付　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

伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321  
Fax0557－35－0345
HP www.shinagawasou.com/

品川荘 光林荘
日光市細尾町676－1
☎0288－54－0988  
Fax0288－54－0954
HP www.korinsou.com/

内　　容 放送日時 内　　容 放送日時

鈴木　真澄（自民）
11/25㈪ 20:00～20:45

須藤　安通（自民）
11/27㈬ 21:00～21:45

（再）11/30㈯ 9:00～ 9:45 （再）12/1㈰ 9:00～ 9:45

あくつ広王（公明）
11/25㈪ 21:00～21:45

山元けい子（公明）
11/28㈭ 20:00～20:45

（再）11/30㈯ 11:00～11:45 （再）12/1㈰ 11:00～11:45

大倉たかひろ（民・改）
11/26㈫ 20:00～20:45

井上八重子（民・改）
11/28㈭ 21:00～21:45

（再）11/30㈯ 14:00～14:45 （再）12/1㈰ 14:00～14:45

鈴木　　博（み・無）
11/26㈫ 21:00～21:45

松澤　利行（自民）
11/29㈮ 20:00～20:45

（再）11/30㈯ 16:00～16:45 （再）12/1㈰ 16:00～16:45

飯沼　雅子（共産）
11/27㈬ 20:00～20:45

（再）11/30㈯ 17:00～17:45

●11月21日㈭の一般質問 ●11月22日㈮の一般質問

結露を予防し、健康で快適な住まいを
●なぜ結露が起きるの？何が悪いの？
　暖かく湿った空気が冷やされ、水滴や湿る状態を結露といいます。
これは、空気は気温が高いほど多く水分を含むことができる性質があ
るからです。また、空気中の水分は、一定のところに留まらず徐々に
拡散していきます。このため窓のように目につく場所以外でも結露が
起きます。
　結露が発生しても、すぐに乾燥すれば大きな問題になりません。と
ころが、タンスの裏や押し入れの中で結露が発生すると、湿った状態
が続きカビやダニの発生原因となります。

●結露の予防対策
　一般の住宅では、冬場の居室の湿度は50～60％と言われ、日常生活
での調理、石油・ガスの燃焼、入浴、洗濯などが、湿度の補給元とな
ります。そこで結露を防ぐため次のことが大切です。
①通気のため押し入れにすのこを入れる、タンスは壁から3～5㎝離す。
②調理中・入浴後は換気扇を使い、窓を開け水蒸気を追い出す。
③空気中の水分を減らすため、室温を低めに抑える。
④洗濯物は可能な限り外で干し、室内干し時間を短くする。
⑤衣類乾燥機を使うときは換気扇を使い、窓を開ける。
⑥湿度計で室内湿度を測り、50％を超える場合は換気を行う。

問生活衛生課☎5742－9138

＊保母資格のままの方は保育士登録が必要です。



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。

● 人事行政の運営状況
● 障害者週間記念のつどい

次号予告　12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

11/21
1894号

問い合わせ　　　　　　1・3～5 税務課課税担当☎5742－6663～6  
　　　　　　2 税務課納税相談担当☎5742－6671～3

 1．住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充
　住宅ローンを利用してマイホームの新築・購入・増改築などをしたとき、所得税
の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方で所得税から控除しきれなかった額
がある場合、翌年度の住民税（所得割）の税額控除を受けることができます。
　25年度の税制改正による消費税率の引き上げに伴う対応として、対象期間が29年
末まで4年間延長され、26年4月1日から29年末までに住宅を取得した場合の控除限
度額は、現行の所得税の課税総所得金額等の5％から7％へ拡充されます。
　

居住年 現行（～25年12月） 26年1～3月 26年4月～29年12月

控除
限度額

課税総所得金額等（所得税）
×5％（最高97,500円）

課税総所得金額等（所得税）
×5％（最高97,500円）

課税総所得金額等（所得税）
×7％（最高136,500円）

※平成19・20年に入居した方は、住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用はありません。
※この控除を受けるためには税務署に確定申告をする必要があります。給与所得者の方は、
控除を受ける最初の年に確定申告をすると、翌年以降は勤務先での年末調整を通じて控除
が受けられます。

 2．延滞金などの引き下げ
　現在の低金利の状況を踏まえ、納税者の負担を軽減する観点などから行われる国
税の見直しに合わせて、延滞金などの割合を引き下げます。
　26年1月1日以降の期間に対応する延滞金などについて適用されます。
問税務課納税相談担当☎5742－6671～3　

 3．均等割の税率の引き上げ
　住民税には、地域社会の費用の一部として広く均等に負担していただく均等割と、
所得金額に応じて負担していただく所得割があり、均等割については、特別区民税
年額3,000円（標準税率）、都民税年額1,000円（標準税率）と定められています。
　東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、地方公共
団体が実施する防災施策費用の財源に充てるため、26年度から35年度までの間、均
等割の税率を特別区民税・都民税それぞれ年額500円引き上げることとされていま
す。この結果、均等割の税額は5,000円（改正前4,000円）になります。

 4．給与所得控除額の上限設定　
　26年度から、その年の給与などの収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得
控除額については、245万円の上限が設けられます（年間1,500万円以下の場合につ
いては改正がありません）。

 5．給与所得者の特定支出の控除の見直し　
　特定支出控除について、給与所得者の実額控除の機会を拡大する観点から、26年
度から適用範囲が拡大されます。
（1）適用範囲に、図書費・衣服費などの勤務必要経費（上限額65万円）、弁護士・

公認会計士・税理士などの資格取得費を追加します。
（2）適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1（給与収入1,500万円超の場合は125

万円）とします。
※給与所得者の特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の額の合計額が適用判定の基
準額を超える場合、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与など
の金額から控除できる制度です。
※特定支出控除の適用を受けるためには、給与所得者が給与支払者に書面で申し出て、書
面で証明を受ける必要があります。

税に関するお知らせ
個人住民税（特別区民税・都民税）の一部が変わります

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）

　★12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 ｢ふゆのおほしさま｣
②午後1時30分③午後3時30分＝特集のお話「大
すい星あらわる！？～アイソンすい星」
※各回、前半は当日の星空解説。　
※12月14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

   2 12月の天体観望会「プレアデス星団（すばる）」

日12月20日㈮午後6時30分～8時
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。
申12月10日㈫（必着）までに、往復はがき（4人まで）に ｢観望会」
とし、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、12月12日㈭午前10時から
電話受付（先着）。

   1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣

日12月14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
申12月3日㈫（必着）までに、往復はがき（4人まで）に「星空散歩」
とし、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、12月5日㈭午前10時から電話受付（先着）。

星空と音楽の夕べ

クラシック音楽の生演奏をバックに
宇宙へ旅してみませんか。

日12月7日㈯午後6時30分～8時
人小学生以上の方86人（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。
￥500円、小・中学生100円
申11月29日㈮（必着）までに、往復
はがき（4人まで）に ｢星空と音楽の
夕べ｣ とし、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、12月2日㈪
午前10時から電話受付（先着）。親子シート

もあるよ

●特例基準割合の定義
現行

各年の前年の11月30日を経過する時
における商業手形の基準割引率に、
年4％を加算した割合

改正後
特例 【参考】＊3

特例基準割合＊2＋7.3％ 9.3％

特例基準割合＊2＋1％ 3.0％

特例基準割合＊2 2.0％

現行
本則 特例 ＊1

延滞金 14.6％ －

1カ月以内等 7.3％ 4.3％

還付加算金 7.3％ 4.3％

＊1　 各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4％を加算
した割合。特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合。

＊2　 各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利
の平均の割合に、年1％を加算した割合。

＊3　 特例基準割合を「国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利（1.0％）＋1％＝2％」と
して算出。

改正後

各年の前々年10月から前年9月までに
おける国内銀行の新規の短期貸出約
定平均金利の平均の割合に、年1％を
加算した割合

● 青色決算・消費税等説明会
青色申告決算書の作成、消費税等の申告書の書き方などの説明を行います。

税 のたより 国税庁ホームページ
HPwww.nta.go.jp

◆品川税務署管内
日①12月4日㈬ ②5日㈭
不動産所得者＝午前10時～正午
事業所得者＝午後1時30分～4時30分
場・参加方法／当日、直接きゅりあん（大
井町駅前）へ
問同税務署☎3443－4171

◆荏原税務署管内
日①12月3日㈫ ②4日㈬
不動産所得者＝午前10時～正午
事業所得者＝午後1時30分～4時30分
場・参加方法／当日、直接荏原文化セン
ター（中延1－9－15）へ
問同税務署☎3783－5371

●延滞金などの割合


