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オレオレ詐欺・還付金詐欺が急増しています。
息子や孫をかたり、
　「携帯電話の番号が変わった」
　「急にお金が必要になった」　
役所を名乗り、　
　「医療費などを還付する」
　「携帯電話とキャッシュカードを持ってＡＴＭへ行ってほしい」
などという不審な電話があった場合は、すぐに110番通報してくだ
さい。

地域における犯罪の発生を未然に
防止するために、自主的に防犯パ
トロール活動を実施する団体を支
援します。現在、区内では15団体
が活動中です。
対象団体／半数以上が区民で構成
される10人以上の団体
対象活動／定期的（月3回程度）で
継続的な防犯パトロール
支援内容／パトロールに必要な防
犯グッズなどの購入費（設立時に
10万円、3年ごとに5万円）
※詳しくはお問い合わせくださ
い。

強盗・ひったくり・子どもに対する犯罪などの「犯罪発
生情報」や「防犯情報」を、警視庁からメールでお知ら
せしています。登録して活用してください。
特長／①事件などの情報をタイムリーに提供　
②事件などの発生場所付近を地図情報でも配信
③配信した事件や不審者情報に対して、登録者からの情
報提供が可能　
④登録者は、配信情報内容や受信時間を選択可能　
⑤受信地域は警察署単位で最大97署（島部を除く）まで
選択可能（例：品川・大井・大崎・荏原警察署管内のみ
の情報を受信するなど）
登録方法／携帯電話やパソコンから touroku@info.
keishicho.metro.tokyo.jpに空メールを送信し、自動
返信されたメールの操作案内に従って手続きをしてくだ
さい。

品川区 運動
品川区と区内4警察署（品川・大井・大崎・荏原）は「品川区民の安全向上に関する協働宣言」
を締結し、区民の皆さんと一緒に次の4つの犯罪対策を中心とする品川区セーフティアッ
プ運動に取り組んでいます。被害にあわないよう、次の点に注意してください。品川区防犯マスコット

「しなぼう」

次の3つの事を守って用心してください。
1．後ろから近づくバイクの音がしたら振り向いて確認
2．歩く時はバッグを建物側に持つ
3．自転車のカゴにはひったくり防止カバー・ネットをつける

●万引き　★ストップ・万引き★
区内では本年○○件の被害が発生しています。（25年10月現在）

万引きは初発型犯罪といわれ、これを放置すると万引きを繰り
返したり、より凶悪な犯罪を引き起こす危険があります。「しな
い・させない・みのがさない」をスローガンに万引き防止に協
力してください。

●自転車盗難
区内では本年○○件の被害が発生しています（25年10月現在）

次の3つの事を守ってください。
1．駐輪時は必ず鍵をかける
2．路上駐輪はやめる
3．必ず防犯登録をする

区内では本年66件の被害が発生しています。（25年10月末現在）
振り込め詐欺

区内では本年10件の被害が発生しています。（25年10月末現在）
ひったくり

区内では本年343件の被害が発生しています。（25年10月末現在）

区内では本年966件の被害が発生しています。（25年10月末現在）
自転車盗難

自主的防犯団体の自主的防犯団体の
活動を支援します活動を支援します 「メールけいしちょう」に登録を

不審者等

メールけいしちょう

パソコン 携帯電話

情報
提供

目撃

警察署

万引き　★ストップ・万引き★

安全で安心な暮らしを守るため

を展開しています

問い合わせ／地域活動課生活安全担当☎5742－6592

事件発生
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26年度入学選考日程
出願期間 選考日

12月18日㈬まで 12月20日㈮
1月14日㈫～2月12日㈬ 1月19日㈰、2月16日㈰
2月28日㈮～3月13日㈭ 3月9日㈰・18日㈫
※出願は選考日の3日前まで。
応募資格／次のいずれかにあてはまる方
（1）高校を卒業か26年3月に卒業見込み
（2）高校卒業と同等の学力があると認められた

入学検定料／13,000円
試験内容／書類選考（健康診断書、成績証明書など
を含む）、面接、小論文（60分、600字程度）
募集要項配布場所／同校、図書館、地域センター他

品川介護福祉専門学校

人を幸せにする仕事を一緒に目指しませんか
介護福祉士とは？

1987（昭和62）年に定められた国家
資格です。専門知識や技術を生かして、
高齢者や障害者の方の介護のほか、家
族に対して介護や日常生活に関する相
談に応じ、アドバイスする専門職です。
高齢者や障害者の各種施設・デイサー
ビス・訪問介護サービスなど様々な活
躍の場があります。

品川介護福祉専門学校の3つのポイント
1学費の負担が軽くなる修学資金貸付制度
　区の修学資金制度を利用すれば授業料相当額の全部または一部を借り受けできます。
さらに、卒業後指定された品川区内の指定福祉施設で3年以上介護の仕事をすると返済
が免除されます。
2区が全面バックアップ　安心・安定の運営体制
　設置運営は、社会福祉法人品川区社会福祉協議会です。区のバックアップ運営によ
る充実した施設・設備で学べます。
3就職率100％＊自分にぴったりの就職先選びを応援します
　2年次の6月に就職ガイダンスを実施。就職試験間近には面接や作文の指導も行いま
す。進路選びには専任の教員が相談にのるなど就職サポート体制は万全です。
＊24年度就職希望者

高齢者の積極的な社会参加を図るため、
区内在住のおおむね60歳以上の方に、区
が指定するボランティア活動1回につき、
1ポイント（年間50ポイント上限）を付与
します。ためたポイントは区内共通商品券
への交換か福祉施設などに寄付もできま
す。事前にボランティアセンターなどで申
し込みが必要です。

ボランティア対象施設／
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（ピンク色）のはつらつカードをお持ちの方
はポイントを交換してください。
12月末までの活動でためたポイントを交換してください。
50ポイント未満の方の交換方法／1月14日㈫～2
月28日㈮午前9時～午後5時に「はつらつカード（ピ
ンク色）」と印鑑を持って品川ボランティアセンター（大
井1－14－1）へ
※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。

○新しいカードを送ります。
現在はつらつカードをお持ちの方には、1月から使用
できる「はつらつカード（紺色）」を12月中に送付します。

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/

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

●「おもちゃのひろば」運営補助
児童施設で会場準備、おもちゃの
清掃・貸し出し、乳幼児や保護者
への声かけなどを行い、職員と一
緒に運営します。
日週1回（金曜日）9:30～12:10
場大井倉田児童センター（大井4）
●マシン操作とトレーニング補
助
高齢者施設でマシンの操作やト
レーニングの補助をします。
日週1回（木曜日）14:30～17:30
場ケアセンター南大井（南大井5）
●歌や演芸、楽器演奏披露
高齢者施設で披露します。
日月～土曜日（定期・不定期可）
※日にちは応相談。
13:30～15:00
場すずやか大崎（大崎3）

●話し相手
障害者施設で雑談やゲームなどを
して利用者と一緒に過ごします。
日週1回（水曜日）15:00～19:00
場グループEVAH（戸越5）
●病院内案内
外来・入院患者への案内や誘導（車
いす介助など）をします。
日週1回（月～金曜日）
午前3時間か12:30～15:00
場NTT東日本関東病院
（東五反田5）
●体操プログラムの手伝い
障害児の体操プログラムで職員の
補助（用具の出し入れ、ボール投げ、
縄まわしなど）をします。
日週1回～（月・水・金曜日）
14:45～17:00
場夢の地図（大井3）

■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

ポ

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

　品川介護福祉専門学校は ＂心豊かで責務ある福祉の人材を品川区で
育む＂ ことを目的に、平成7年4月に開校した介護福祉士国家資格を目
指すことができる2年制（昼間）の学校です。
　認知症ケアを始め地域の介護ニーズに応える専門性を磨いていま
す。26年度入学生からは医療的ケアが追加され、介護福祉士の資格取
得に向けた国家試験の受験対策も始まります。
　400人近い介護福祉学科の卒業生が、品川区の福祉人材として地域
福祉を担っています。
問い合わせ／品川介護福祉専門学校（西品川1－28－3中小企業セン
ター5階☎5498－6364　http://www.shinasha-kyoiku.or.jp/kaigo/）

○関心のある方は電話でお問い合わせください。学校見学の予約は随時受け付け中です！
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展示室／1室（約125㎡）
開館時間／午前10時～午後8時
休館日／火曜日、年末年始、保守点検日
交通／大井町駅から徒歩2分
所在地／大井1－3－6イトーヨーカドー大井町店8階
●申込受付は利用の6カ月前の月の1日～7日です。

展示室／4室（全室で約365㎡）　※可動式パネルあり。
開館時間／午前10時～午後6時30分
休館日／木曜日、年末年始、保守点検日
交通／大崎駅北改札東口から徒歩2分
所在地／大崎1－6－2大崎ニューシティ2号館2階

貸しギャラリーを発表の場として、利用してみませんか
品川区民ギャラリーO美術館

申込受付を6カ月前から
12カ月前に変更します。

26年4月受け付け（27年4月利用分）から変更します。4月受付分は経過措置
として7カ月分受け付けます。

使用希望月 申込受付期間（使用希望月12カ月前の1日～7日）
26年10月使用分

26年4月1日㈫～7日㈪
※1カ月分ごとに複数月の申し込みができます

11月使用分
12月使用分

27年 1月使用分
2月使用分
3月使用分
4月使用分
5月使用分 26年5月2日㈮～7日㈬　※1日㈭は休館

※希望者が多数の場合は、これまで通り区民優先による抽選となります。
※主催事業などで使用できない週がありますので、事前にお問い合わせく
ださい。
※使用料納入期限は、使用内定書の発送日から1週間としていましたが、
月末までに変更します。
※キャンセルは、6カ月前までに申し出の場合、5割返金します（従来の3
カ月前までから6カ月前までに変更します）。

問い合わせ／☎3774－5151問い合わせ／☎3495－4040

○貸しギャラリーの申込
方法・利用料金などは HP

www.shinagawa-culture.
or.jp/をご覧いただくか、
お問い合わせください。
○本紙1日号の「文化・
イベント情報」でＯ美術
館・区民ギャラリーの催
しを紹介しています。 ※Ｏ歩道橋を渡り、エスカレーターで2Fへ降りて飲食店舗街奥

交番

ゲート
シティ
大崎

Ｏ美術館（２Ｆ）

ATM

大崎駅(ＪＲ・りんかい線)北改札口（東口）

駐車場
入口ニューオータニイン東京

（フロント：３Ｆ）

Ｏ
歩
道
橋

みずほ銀行

大崎
ニューシティ

目黒川

▲渋谷 山手通り ▲

品川

N

噴水

4月から　　　　　　　の
利用申し込みが変わります

絵画・書道・彫刻・
造形・工芸・写真や
生け花などの企画展
示会場として、芸術
団体などに貸し出し
ています。

問 O美術館 ☎3495－4040

オー

正規職員・育児休業代替任期付職員募集
採用区分 採用職種 受験資格 採用予定数 主な勤務場所 第1次選考

正規職員 看護師（Ⅱ類） 国籍を問わず、昭和44年4月2日以降に生まれ、看護師免許を有する方
（26年2月に実施される国家試験により免許取得見込みを含む） 若干名 保育園など 択一（教養）

・作文

育児休業代替
任期付職員

（任期はおおむね6カ月～
3年未満）

事務（Ⅲ類） 日本国籍を有し、平成8年4月1日までに生まれた方 15人程度 区役所など 択一（教養）
・作文

福祉
〈保育士／児童指導〉

（Ⅱ類）

国籍を問わず、次の全てにあてはまる方
①平成6年4月1日までに生まれた
②保育士資格を有し、26年4月1日時点で、都道府県知事の保育士登録
を受けている（取得・登録見込みを含む）

10人程度
保育園・

児童センター
など

作文

保健師（Ⅰ類）

国籍を問わず、次の全てにあてはまる方
①平成4年4月1日までに生まれた
②保健師資格を有する（26年2月に実施される国家試験により免許取
得見込みを含む）

若干名
保健所・

保健センター
など

論文

衛生監視（Ⅰ類）
日本国籍を有し、次の全てにあてはまる方
①平成4年4月1日までに生まれた
②食品衛生監視員と環境衛生監視員の両資格を有する

若干名 保健所など 論文

任用開始／4月1日以降
第1次選考日／1月19日㈰　第2次選考日／2月中旬（面接）
実施要綱・申込書配布場所／人事課（本庁舎5階）、地域センター、サービスコーナー
※郵送を希望する場合はお問い合わせください。
※区ホームページからダウンロードもできます。

申1月6日㈪（必着）までに、人事課人事係（〠140－8715品川区役所☎5742－
6628）へ持参か、簡易書留で郵送
○区ホームページから電子申請もできます。
※申込方法・受験資格など、詳しくは実施要綱で必ずご確認ください。



健康や食生活などについて学び、料理を作る全10回の教室です。
日1月16日～3月20日の木曜日　午前10時～11時30分
※調理実習は5回、午後1時まで。
場東大井地域密着型多機能ホーム（東大井5－8－12）
日1月16日～3月20日の木曜日　午前10時～午後0時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
日1月7日～3月18日の火曜日　午前10時～午後0時30分
場八潮地域センター（八潮5－10－27）

――――――――――――　共　通　――――――――――――
人区内在住で、会場への往復ができるおおむね65歳以上の方
①10人②③各16人（抽選）
￥各2,000円（調理実習代別）
申12月20日㈮までに、本人が電話で、①はみんなの食育☎6674－
1803（午前9時30分～午後5時。火曜休）、②は長寿社会文化協会
☎5405－1501（午前10時～午後5時。土・日曜休）、③は品川栄養
士会☎070－6657－6875（午前9時～午後5時。土・日曜休）へ
問高齢者いきがい課☎5742－6733

　わくわくクッキング大井・荏原・八潮教室参加者募集

●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）
12/11

ろば康ひ健

（4）

東京湾でとれる魚を知り、魚のさばき方を習い、品川産野菜とともに調理をし
ます。
日2月9日㈰午前10時～午後2時　場荏原文化センター（中延1－9－15）
講師／丸裕二（都漁連内湾釣漁協議会会長）　
持ち物／エプロン、三角巾、おにぎりなどの主食、飲み物
人年中児～高校生35人（抽選）　※小学2年生以下のお子さんは保護者同伴。
￥500円程度（材料費）
申12月25日㈬までに、電話か直接東大井児童センター（東大井1－22－16☎
3471－1070）、中原児童センター（小山1－4－1☎3492－6119）、旗の台児童セ
ンター（旗の台5－19－5☎3785－1280）、冨士見台児童センター（西大井6－1
－8☎3785－7834）、八潮児童センター（八潮5－10－27☎3799－3000）へ
　

日1月16日～3月6日の木曜日（全8回）
コース・対象・時間／
①パンダ（平成20年4月2日～22年4月1日生まれ）＝午前 9時15分～10時15分
②コアラ（平成22年4月2日～23年4月1日生まれ）＝午前10時30分～11時30分
内マット、ボール、リトミック、トランポリン　他
人各50組（抽選）　￥各3,680円（保険料込）
場申12月20日㈮までに、往復はがきで教室名、コース、住所、電話番号、親
子の氏名（ふりがな）、お子さんの生年月日・性別を戸越体育館へ

児童センター食育5館合同事業「お魚Cook～東京湾の魚と品川産野菜のクッキング～」

第3期親子体操教室
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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）

12月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）

12月15日㈰

　　　京浜中央クリニック	 南大井	1	－	1	－17	 ☎3763－6706
　　　八ツ山パークサイド歯科	 北品川	1	－14－	1	 ☎5715－1888
　　　にいや歯科医院	 戸　越	4	－11－17	 ☎3787－0202
　　　目黒整骨院	 上大崎	2	－15－	5	 ☎3444－7796
　　　かとう整骨院	 旗の台	3	－10－	1	 ☎5750－3525

  土曜日夜間／午後5時〜午後10時（受付は午後9時30分まで）

12月14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
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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）

会場 日時
品川保健
センター 2/16㈰	

9:30～12:30
13:30～16:30

荏原保健
センター 2/1㈯

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
人区内在住で、体調の安定している初産
カップル24組（選考）

申1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

高齢者肺炎球菌ワクチンの助成について

　高齢者肺炎球菌ワクチンの接種券を今
年65歳になった方と65歳以上の転入さ
れた方に送付しました。
　この接種券は、平成22年に65歳以上
の方に送付していますが、平成19年以前
に自費で接種している方で助成を活用し
ていない場合は、ご相談ください。
問保健予防課☎5742－9152

母乳相談

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1月9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

通年で実施している肺がん検診（一般コース）が品川区医師会・荏原医師会に加
え、区内契約医療機関でも受診できるようになりました。肺がんの早期発見のため、
定期的な受診にご利用ください。
人区内在住で、職場などで検診の機会がない40歳以上の方（年1回・無料）
内問診、胸部X線直接撮影　※問診により必要な方には喀

か く た ん

痰検査があります。　
受診方法／健康保険証など本人確認できるものを持参
※検診の実施日時など詳しくは、お問い合わせいただくか区ホームページをご覧ください。
問健康課☎5742－6743

契
約
医
療
機
関

品川区医師会 北品川3－ 7 －25 ☎3474－5609  ＊
めぐみクリニック目黒 上大崎2－12－ 2 ☎5422－9877  ＊
Think Park Tower 消化器クリニック 大　崎2－ 1 － 1 ☎5745－3088  ＊
いすゞ病院 南大井6－21－10 ☎5471－4611  ＊
大井町とうまクリニック 大　井1－16－ 2 ☎5718－4081  ＊
はやしクリニック 大　井4－ 5 － 7 ☎3778－5941  ＊
大井中央病院 大　井4－11－27 ☎3777－0777  ＊
まつばらクリニック 平　塚3－ 3 －13 ☎5751－8501
旗の台脳神経外科病院 旗の台5－17－16 ☎3781－1108
全日本労働福祉協会旗の台健診センター 旗の台6－16－11 ☎3783－9411  ＊
荏原医師会 中　延2－ 6 － 5 ☎3783－5167
小川医院 中　延6－ 9 －18 ☎3781－7606
森山医院 西中延2－ 8 － 8 ☎3781－4758  ＊
青柳外科 豊　町1－ 4 －15 ☎3788－0801  ＊
ゆたか診療所 豊　町4－18－21 ☎3781－4723
木内医院 豊　町6－ 7 － 1 ☎3781－4771

＊事前に予約が必要です。

骨

小

キ
リ
ト
リ
線

実施医療機関の拡大について肺 がん 検診

大井
教室①

荏原
教室②

八潮
教室③



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証の現況届
（更新）の手続きはお済みですか？
現在、医療証をお持ちの方の有効期限は
12月31日です。26年1月以降も引き続
き医療費助成を受けるには、現況届けに
よる更新の手続きが必要です。資格をお
持ちの方には、既に現況届用紙をお送り
してありますので、まだ提出していない
方は至急提出をお願いします。
○現在、医療費助成を受けていない「ひ
とり親家庭等」の方で該当する方は、新
たに申請することで、申請日からひとり
親家庭等医療費助成が受けられます。
問青少年育成課手当・医療助成係
（本庁舎7階☎5742－6721）

障害者福祉手当を支給します
　障害者福祉手当は、12月19日㈭頃受
給者の口座に振り込みます。
　対象となり申請をしていない方は、お
問い合わせください。なお、申請時に
65歳以上の方は対象になりません。
※振込通知は年1度、4月期に送付しま
す。
人次のいずれかにあてはまる方
・身体障害者手帳1～3級
・愛の手帳1～4度
・脳性マヒ・進行性筋萎縮症
・戦傷病者手帳特別～第4項症
・規則に定める特殊疾病にり患している
・精神の障害により1級の障害基礎年金
などを受給している
※児童育成手当（障害手当）に該当する
方、障害者支援施設や特別養護老人ホー
ムなどの施設へ入所している方は手当
の支給対象になりません。
※所得制限額（扶養のない方で
3,604,000円）を超えている方は対象に
なりません。
※所得超過により対象でなくなった方
も、翌年度以降の所得が制限基準内にな
れば、再び申請できる場合があります。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707Fax3775－2000）

塾代や求職活動を支援します
①受験生チャレンジ支援貸付
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

②住宅支援給付
離職し就労能力・意欲ともにある方で、
住まいを失っている方や失うおそれの
ある方を対象に、安心して就職活動がで
きるよう、家賃に充てるための費用（住
宅支援給付）を支給します。
対象者／次の全てにあてはまる方
・離職後2年以内で、65歳未満
・離職前に主として世帯の生計を維持し
ていた
・就労能力と常用就職の意欲があり公共
職業安定所への求職申し込みを行う
・住まいを失っているか失うおそれがある
・原則として収入がない〔一時的な収入
がある場合は、単身世帯は月84,000円
に家賃月額（上限53,700円）を加算し
た額未満、2人世帯は月172,000円以下、
3人以上の世帯は月172,000円に家賃月
額（上限69,800円）を加算した額未満〕
・預貯金合計が単身世帯50万円以下、2
人以上世帯100万円以下（同居親族分込）
・国などが実施する類似の貸し付けや給
付を受けていない
・区内に居住か住宅喪失直前に区内に居
住し引き続き居住予定
月額／単身世帯＝上限53,700円
2人以上世帯＝上限69,800円
支給期間／原則3カ月間
問生活福祉課相談係☎5742－6545

住宅のエコ・バリアフリーリフ
ォーム費用の一部を助成します
対象／次の全てにあてはまる工事
①着工前である
②既存住宅の改修で区内業者に発注し
て行う工事である
③他の助成制度などを利用していない
④次のいずれかの工事を含み、全体工事
金額が10万円以上である

エコ住宅改修
遮熱性塗装、換気設備設置、
窓や外壁の断熱改修、LED
照明器具設置工事など

バリアフリー
住宅改修

手すり設置、段差解消、
トイレや浴室の改修など

その他の工事 屋根の軽量化、外壁耐火
パネルの設置など

申込者の主な要件／
①個人
・工事対象住宅に居住しているか改修後
に居住する方
・工事対象住宅の所有者か賃借者の方
※賃借者の場合は所有者から工事の承
諾を得ていること。
・前年合計所得が1,200万円以下の方
②民間賃貸住宅個人オーナー
・区内に賃貸住宅を所有している個人の方
③マンション管理組合
・共用部分の工事であること
・対象工事について総会などで区分所有
者の承認が得られていること
助成額／工事金額の10％（上限20万円。
賃貸住宅オーナー・管理組合が申込者の
場合は上限100万円）
申申込書と添付書類を都市計画課住宅
運営担当（本庁舎6階☎5742－6777）
へ持参
※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。

第4回東京二十三区清掃一部事務
組合議会定例会を傍聴できます
日12月24日㈫午後3時から
人30人（先着）
場・傍聴方法／当日、午後2時より東京
区政会館20階（千代田区飯田橋3－5－
1）へ
問同議会事務局☎5210－9729

都市計画審議会の開催
日12月16日㈪午後2時から
場第一委員会室（議会棟6階）
審議案件／公園の変更（東京都市計画公
園第3・3・100号品川中央公園）
人10人（先着）
問・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☎
5742－6760）へ

介護職員初任者研修受講費用を
助成します
介護職員初任者研修の受講費用を、介護
事業者を通じて助成します。
人4月1日から26年3月31日までに介護
職員初任者研修を修了し、原則として、
この事業に参加する介護事業者に勤務
か勤務予定の方
助成額／上限40,000円（テキスト代除く）
※雇用に至らなかった場合、助成を受け
られないことがあります。
※詳しくは、お問い合わせいただくか区
ホームページをご覧ください。
問高齢者福祉課介護保険担当
☎5742－6927
　
低所得者・離職者の相談窓口
を開設しています
生活にお困りの方や離職された方に対
する支援を行うため、各種制度の案内や
相談を行う窓口を設けています。
対象者／区内にお住まいの方
場問生活福祉課相談係
（第二庁舎3階☎5742－6545）

品川＆早川ふるさと交流「早川町
民スポーツ広場」の利用申し込み
山梨県早川町で夏の合宿をしてみませんか。
日7月20日㈰～8月31日㈰
人区内のスポーツ団体
￥1時間450円
申1月10日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「スポーツ広場」とし、団体名、
種目、利用人数、代表者の住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号、利用希望日、宿泊
先を地域活動課市町村交流担当（〠140
－8715品川区役所☎5742－6856Fax
5742－6877）へ
※利用希望日が重複した時は抽選。

インフルエンザに 注意 しましょう
毎年、12月下旬から3月にかけてインフルエンザが流行しま
す。インフルエンザは、症状が出る1日前から周囲への感染力
があります。自分の体を守り、周囲の人に移さないよう次の
ことに注意しましょう。
●感染予防のポイントは、「手洗い」「せきエチケット」
「予防接種」です。
◦外出や出勤、登校、登園後には石けんと流水を使った手洗
いを心がけましょう。
◦せきやくしゃみをする時には、周囲へ移さないために、マ
スクやハンカチ、上着の袖部分などで口と鼻を押さえましょ
う。
◦食器やタオルなどの共有や、回し飲みはやめましょう。
◦空気の乾燥を防ぎ、室内の湿度を50～60％に保ちましょう。
◦予防接種も効果があり、特に高齢者や慢性の病気をお持ち
の方にはお勧めします。接種の際はかかりつけの医師とよく
相談してください。
○医療機関を受診する場合には次のことに注意しましょう。
◦体調が悪いときには、早めに受診をしましょう。
◦周囲への感染を防ぐために、本人・同行者はマスクをして
受診しましょう。
◦なるべく平日昼間に受診しましょう。
問保健予防課☎5742－9153

21人抜きで真打昇進をはたした春風亭一之輔、武蔵小山出身で区内在住の桂宮治、紙切り
界のホープ林家二楽。若手実力派の粋な芸をお楽しみください。
日3月14日㈮午後7時開演（午後6時30分開場）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
出演／春風亭一之輔、桂宮治、林家二楽（紙切り）他
￥2,000円（全席指定）　
発売開始／12月14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/
※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。　※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

成人式記念式典にご参加ください
新成人が実行委員になって、記念式典の司会やイベントの運営を
行います。皆さんの参加をお待ちしています。
日1月13日㈷午前11時から（受付は午前10時30分から）　
場きゅりあん（大井町駅前）
人平成5年4月2日～6年4月1日生まれで区内在住の方　※対象の方には12月中に案内状を送付します。
問総務課総務係☎5742－6625

スクエア
荏原寄席「若手花形演芸会～春～」



●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
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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://）情報館 キッズクラブ・シニアクラブ・健康ひろばは4ページです
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住宅相談会を開催します
区内施工業者と建築士が、住宅のリフォー
ムや建て替えなどに関する相談を受け
ます。当日直接会場へお越しください。
日毎月第3水曜日午前10時～午後3時
場本庁舎3階ロビー
主催／品川区住宅耐震化促進協議会
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

おもちゃの病院にサンタがやっ
てくる！
日12月21日㈯午後1時～3時30分
内こわれたおもちゃの修理
※修理に時間がかかる場合は入院。
※お子さんにはプレゼントがあります。
場申当日、直接消費者センター（大井1
－14－1☎5718－7181）へ

第63回品川区民スポーツ大会（冬季）
スキー大会とスキー教室
日1月24日㈮午後10時～26日㈰午後9時
（大井町駅集合・解散、往復バス）
場志賀高原サンバレースキー場
宿泊／ビワ池ホテル（2朝食1夕食付き）
内教室＝初級以上の技術指導とポール
練習、大会（25日㈯午後）＝全長約150
ｍに20旗門程度の回転競技
※大会は、初級以上の技量があれば参加
可。教室参加者の大会への参加は自由。
人18歳以上の方80人（先着）
￥18,000円（交通費・宿泊費・大会参
加費込）
※2人1部屋希望の場合、1人2,000円増し。
※当日、大会のみ参加の場合も申し込み
が必要（500円）。
申1月11日㈯までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（12月16日㈪を除く）

初心者硬式テニス教室（夜間）
日1月23日～3月13日の木曜日
午後7時～9時（全8回）
場総合体育館
人学生を除く16歳以上の方40人（抽選）
￥5,000円（ボール代・保険料込）
申1月11日㈯までに、往復はがきで教室
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号をスポーツ協会へ

第65回会長杯争奪卓球大会
日1月19日㈰午前9時30分から
場戸越体育館
種目／一般男子・女子、中学男子・女子
（15歳以下）、高校男子・女子（18歳以
下）、39歳以下男子・女子、40歳以上男
子・女子、50歳以上男子・女子、60歳
以上男子・女子、初級の部男子・女子
※一般種目と年代種目の重複に限り、1人
2種目出場可（女子は男子種目に出場可）。
※参加者数による種目・試合形式の変更
あり。
￥1種目1,200円、連盟登録者900円
※18歳以下は1種目500円。
主催／品川区卓球連盟
申1月7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20回区民マスターズ水泳大
会
●個人部門（1人3種目まで可）
自由形・背泳・平泳ぎ・バタフライ（各
25ｍ）、個人メドレー（100ｍ）
年齢区分／15区分（①18～24歳②25～
89歳で5歳ごとの13区分③90歳以上）
￥1種目735円
●リレー部門（1チーム4人100m）
年齢区分／4人の合計により6区分（①
72～119歳②120～279歳で40歳ごと
の4区分③280歳以上）
￥1チーム1,680円
―――――――　共　通　―――――――
日2月11日㈷午前9時から
場日野学園温水プール（東五反田2－11
－2）
申1月25日㈯までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（12月16日㈪と1月20日㈪を
除く）
※ローカル・ルール（飛び込みは台下か
ら可など）があります。
※年齢は大会当日の年齢。

シルバーピンポン＆初心者卓
球教室
日1月10日～2月7日の月・金曜日
午後0時30分～2時30分（全8回）
※1月13日㈷を除く。
人45人（抽選）
①シルバーピンポン＝60歳以上の方
②初心者卓球＝59歳以下の初心者
￥①2,500円②4,000円
（ボール代・保険料込）
場申12月20日㈮までに、往復はがきで
教室名、番号、住所、氏名、年齢、電話
番号、経験の有無を戸越体育館へ

少林寺拳法初心者教室
日1月25日～3月29日の土曜日か火曜日
午後6時～7時45分（全10回）
場戸越体育館
人小学生以上の方20人（先着）
￥6,000円
主催／品川区少林寺拳法連盟
申1月25日㈯までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（12月16日㈪と1月20日㈪を
除く）

区民大学教養講座「樹木のチ
カラ～木の文化と自然環境」
日程

（全6回） テーマ 講師

1/31
㈮

伝統的和船
―地域漁業を支え
た「技」と「商」―

濱田武士
（東京海洋大学准
教授）

2/14
㈮

樹木と防災
―語り継ぐ震災・
戦災樹木―

唐沢孝一
（自然観察大学学長）

2/21
㈮

植物からの警告
―気候変動の生態
系への影響―

湯浅浩史
（生き物文化誌学
会会長）

2/28
㈮

古民家再生
―棟梁

りょう

たちのひた
むきな手仕事の継
承―

杉浦干城
（日本民家再生協
会相談員）

3/7
㈮

木のクラフト
―秋岡芳夫と東
北・北海道の地域
デザイン―

降旗千賀子
（目黒区美術館学
芸員）

3/14
㈮

自然を愉
たの

しむ暮らし
―都会の樹木と生
き物たち―

唐沢孝一

※時間は午後2時～4時。

場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9
－11）
人16歳以上の方90人（抽選）
￥1,500円
託児／2歳～就学前のお子さん2人以上
で実施　※おやつ代600円。
申12月25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、手話通訳の有無、
託児希望の方はお子さんの氏名（ふりが
な）・月年齢・性別を文化スポーツ振興
課生涯学習係へ

手づくり講習会と折り紙会
日12月18日㈬午前10時30分～午後3時
※正午～午後1時を除く。受付は午後2
時まで。

内布で作るクリスマスの飾りなど
￥200円（材料費）
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

ボランティア講座「普通救命講
習～いざというときに備えて」
心肺蘇

そ

生
せい

法・ＡＥＤや応急処置について
東京防災救急協会の方から学びます。
日1月20日㈪午後1時30分～4時30分
人ボランティア活動をしている方や活
動を始めたい方20人（抽選）
￥1,400円（教材費など）
場申12月27日㈮までに、電話で品川ボ
ランティアセンター（大井1－14－1☎
5718－7172）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鶏

と り

肉入り蓮
は す

の葉ちまきとタピオカコ
コナッツミルク
日1月18日㈯午後1時～4時
人24人（先着）　￥2,500円（材料費別）
②水彩画2DAYレッスン～ペンで描く
水彩スケッチ
日1月15日㈬、2月19日㈬
午後1時～3時（全2回）
人12人（先着）
￥3,400円（教材費・モチーフ代別）
③フランス語入門Ⅰ
日1月15日～3月19日の水曜日
午後3時30分～5時（全10回）
人フランス語を初めて学ぶ方10人（先着）
￥22,000円（テキスト代別）
④糸遊び色遊び創作ニット  細編みと長
編みで作るモダンなバッグ
日1月18日㈯、2月15日㈯、3月15日㈯
午前10時～午後0時15分（全3回）
人16人（先着）　￥5,400円（教材費別）
⑤つるで編む手付き籠
日1月25日㈯午前10時～午後0時30分
人16人（先着）　￥2,000円（教材費別）
⑥鎌倉彫
日1月20日～3月24日の月曜日
午後1時30分～5時30分（全10回）
人12人（先着）
￥16,000円（教材費別）
―――――――　共　通　―――――――
○新システム導入のため、12月26日㈭
から1月5日㈰まで講座の受付は休止し
ます。
場①きゅりあん（大井町駅前）、②～⑥
同センター（西大井駅前）
申電話で、同センター☎3774－5050へ

講座・講演

お知らせ

スポーツ

国民健康保険に入るときややめるとき、保険証
の記載内容に変更があるときは14日以内に届
け出が必要です。

問国保医療年金課資格係☎5742－6676

こんなときには国民健康保険
の届け出をお忘れなく

届け出先／・国保医療年金課（本庁舎4階）
・品川第一地域センター（北品川3－11－16）
・大崎第一地域センター（西五反田3－6－3）
・大井第一地域センター（南大井1－12－6）
・荏原第一地域センター（小山3－22－3）
・荏原第四地域センター（中延5－3－12）
・八 潮 地 域センター（八潮5－10－27）

こんなときには 届け出に必要なもの
は
い
る
と
き

品川区に転入したとき （転出証明書）
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき 親の保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

や
め
る
と
き

品川区を転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 保険証、職場の健康保険証

亡くなったとき
保険証※葬祭費の申請は、国保医療年金課のみ
で受け付け。喪主の金融機関の預金通帳、印鑑、
会葬御礼はがきか葬儀社の領収証を持参

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書

そ
の
他

区内で転居、氏名変更したとき
保険証

世帯主が変更、世帯が合併・分離したとき
保険証をなくしたとき・破れたとき 本人確認できるもの

◉保険証の交付をお急ぎの方は、「本人確認できるもの」（運転免許証・パスポート・写真付
き住民基本台帳カードのうち１点、もしくは郵便物・診察券・預金通帳 ･年金手帳 ･公共料
金の領収証のうち３点）が必要です。　◉世帯主が変わった場合は、世帯全員の保険証を持
参してください。　◉外国人の方が加入する場合には、在留資格 ･在留期間に一定の要件が
あります。詳しくはお問い合わせください。　◉職場の健康保険に加入したときは、忘れず
に脱退の届け出をしてください。　◉退職を予定している方は、健康保険任意継続の制度も
あります。詳しくは勤務先の担当者におたずねください。



品川＆早川ふるさと交流
温泉巡りとシシ鍋料理を楽しむ会
赤沢宿までウオーキングもします。
日①2月8日㈯～9日㈰②2月15日㈯～16
日㈰（午前7時25分区役所集合・午後5
時30分解散、1泊2日、往復バス）
宿泊／①町営ヘルシー美里（山梨県・温
泉）、②町営ヴィラ雨畑（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤で、1時間程度の山道
を歩ける方①32人②23人（抽選）
￥12,000円、小学生以下7,000円
（交通費・宿泊費込）
申12月24日㈫（必着）までに、はがき
かFAXに「シシ鍋」とし、希望番号、
参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・
年齢・性別・電話番号を地域活動課市町
村交流担当（〠140－8715品川区役所
☎5742－6856Fax5742－6877）へ

品川＆早川ふるさと交流～ヘル
シー美里ゆく年くる年プラン
正月遊び、書き初めなどが楽しめます。
日12月31日㈫～1月3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
￥7,300円、小学生6,670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12月21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12月19日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

目黒川「冬の桜R」を楽しむXマ
ス・イルミネーションクルーズ
桜色のLEDに飾られた木々、水に映る幻
想的な彩りに心暖まる目黒川（五反田・
大崎）のナイトクルーズです。
日12月20日㈮・24日㈫（各日8便）
午後5時・5時30分・6時・6時30分・7時・
7時30分・8時・8時30分発
※時間は約20分。
※防寒具をご用意ください。
人中学生以上の方各便10人（先着）
￥500円（乗船料・保険料込）
申当日、五反田ふれあい水辺広場（東
五反田2－9）で午後4時より受付開始
問しながわ観光協会☎5743－7642
商業・観光課☎5498－6350

第210回日曜コンサート
日12月15日㈰午後1時30分～3時
曲目／メトネル作曲『忘れられた調べ　
第1集』Oｐ.38よりソナタ「回想」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

（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 ★

★

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（11月27日現在）255,876,604円
11月27日現在、255,163,520円を岩手県宮古市（118,500,000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。

￥参加費のほか登録費500円（保険料込）
申12月23日㈷（消印有効）までに、往復は
がきで教室名、コース、住所、氏名、年齢、
電話番号、泳力（クロールで何m、Xは背泳・
平泳ぎも）をスポーツ協会へ
※学校在籍者以外の方には後日、健康診断
などの結果表を確認させていただきます。
※W1、W2、YWは水中での運動を含みます。
※HQはウオーキング、Xは9級以上。
＊の年齢は26年4月1日現在。

教室名 コース 対象 日程 曜日 時間 回数 参加費 募集人数
（抽選） 会場

女性 TR ＊16～65歳 1/7～3/25 火
（1・2月は第2を除く） 9:30～11:00 10 7,000円 10人 戸越台中学校温水プール

（戸越1－15－23）
N1 ＊16～70歳 1/9～3/27 木 12 7,200円 20人

日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

一般
夜間

P2
＊16～65歳 1/12～3/30 日 18:30～19:30

各
12

7,200円

各
10人

X 19:40～20:40 7,800円
Q 1/9～3/27 木 19:30～21:00 7,200円

高齢者 W1 40～75歳 1/6～3/31 月
（第3を除く）

9:30～11:00 各
9

各
5,400円W2 11:30～13:00

一般
夜間

HQ

＊16～65歳

1/10～3/28 金

19:30～21:00

11 6,600円 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

SQ 1/8～3/26 水 12 7,800円 品川学園温水プール
（北品川3－9－30）

YQ 1/14～3/25 火 10 6,500円 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）高齢者 YW 50歳以上 1/10～3/28 金 11:30～13:00 11 7,150円

水 泳 教 室

Windows7によるパソコン教室（初心者）
受講者募集
場 いきいきラボ関ヶ原（東大井6−11−11）

人 55歳以上の方各12人（抽選）　￥ 各2,000円
申 1月10日㈮（必着）までに、はがきかFAXで教室名、コース、①～④の番号、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を高齢者いきがい課いきいき事業係（〠
140−8715品川区役所☎5742−6733 Fax5742−6882）へ
※複数のコース・月には申し込めません。

階段で2階へ
あがります

コース 内容 日時（全4回）

はじめて
コース

（インター
ネット入門）

パソコン基
本操作、ホ
ームページ
閲覧、メール
体験など

①2月の火曜日
②3月の火曜日

午前9時30分
～正午

なれよう
コース

（Word入門）

ちらし・カレ
ンダー作成
など

③2月の火曜日
④3月の火曜日

午後1時30分
～4時

日月～金曜日午後1時～5時
内学習方法・購入・使い方・
操作中のトラブルなど、パ
ソコンに関する相談
人55歳以上の方
場 申 当日午後4時までに、
電話でいきいきラボ関ヶ原
☎6902ー0025へ

パソコン相談

区では、消火器の収集・処分は行っていません。また、ごみとしての廃
棄はできません。消火器の処分は、日本消火器工業会が、地域の販売
店などと協力して行っています（有料）。
問日本消火器工業会（消火器リサイクル推進センター）☎5829－
6773、東京都消防設備協同組合第4支部（前出工機内）☎3449－1581
※リサイクルシールのない消火器を廃棄する際は、運送・保管費用の
ほかシール代が必要になります。
○その他、区指定業者でも取り扱いをしています。

火災は小さいうちの消火が肝心です。いざという時のために十分な消火能力
を持つ消火器を備えましょう。

申込締切日／毎月25日　※配達は翌月中旬、3月は10日締め切り・月末までに配達。
申電話かはがき、FAXに「消火器購入」か「消火器詰め替え」とし、住所、氏名、電話番号（昼
間連絡のとれる）、希望本数、古い消火器の処分希望の有無、処分希望の方は本数を防災課（〠
140－8715品川区役所☎5742－6695 Fax3777－1181）へ
○区ホームページから電子申請もできます。
※購入・詰め替えの申し込みと同時の場合に限り、古い消火器を1本1,000円（消火器リサイクルシー
ル貼付のものは500円）で引き取ります。

悪質業者に注意！
配達時には、区指定業者が必ず購入者本人の申込はがき・FAX、電話申込受付票を必ず持参
します。訪問販売や電話での勧誘は一切していません。あっせんに便乗した悪質な業者には十
分ご注意ください。不審な訪問や電話がありましたら、防災課までご連絡ください。

家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん

種類 薬剤重量 価格
※耐用年数（おおむ
ね10年）を経過した
ものは詰め替えでき
ません。

購入 粉末消火器5型（国家検定品） 1.5㎏ 4,500円

詰め替え
粉末薬剤 1～3.5㎏ 3,200～6,100円
強化液薬剤 3～4ℓ 5,300～6,100円
中性強化液薬剤 2ℓ 6,100円

区指定業者 所在地 電話番号
神谷商会＊ 二葉1－6－2 3783－4882
後藤商会＊ 南大井4－15－7 3762－0376
前出工機＊ 東五反田3－17－5 3449－1581
和田商会＊ 二葉2－10－4 3782－1885
アサヤマ 東五反田1－7－6 3443－6191
竹内商会 西大井2－17－10 3772－7913
東日工業 西五反田2－24－9 3494－8936

＊あっせん対象の消火器を店頭で直接購入できます。あっせん価
格（4,500円）で購入するには、印鑑（スタンプ印不可）が必要です。

問防災課☎5742−6695

消火器の廃棄方法（廃棄処分のみを希望する場合）
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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。

10月19日㈯、区役所で「親子でおたがいさま運動」が行われ、
区内の小学生と保護者22人が参加しました。区では、「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」
それをあたりまえにできる「支え合いのまちづくり」を進
めるために、「おたがいさま運動」を推進しています。

歯の健康ポスター展

11月5日㈫〜8日㈮、第二庁舎3階ロビーで
歯の健康ポスター展を開催。ポスターは

「歯科保健図画ポスターコンクール」の作
品で、区内の小学校22校・中学校11校の
308人から応募がありました。

「うしろじ祭り」開催

11月3日㈷、後地小学校で「うしろじ祭り」
が開催されました。学校を会場として商
店街のイベントを開催するのは区内でも
珍しく、後地商店連合会主催の秋の大感
謝祭として、毎年この時期に行われてい
ます。

タウンミーティングを開催

10月19日㈯、スクエア荏原で25年度第2
回のタウンミーティングが開催されまし
た。「明日の品川を語り合う」をテーマに、
濱野区長と区民の皆さんが直接語り合い、
地域が直面する問題や課題などを共有し
ました。

また11月2日㈯、きゅりあん大会議室で今
年度最後となった第3回のタウンミーティ
ングが行われました。今回のタウンミー
ティングでは、特に教育と若年層に向けた
施策についての質問が多く寄せられまし
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。

10月28日㈪、しながわ中央公園暫定開放広場がオープン。
面積約3,500㎡のこの広場は、しながわ中央公園を拡張整
備するまでの期間、拡張予定地の一部を暫定的に開放した
ものです。広々とした遊びの空間としての広場は、災害時
には避難スペースとして活用します。

10月11日㈮、スクエア荏原で「人権尊重都市品川宣言」制
定20周年を記念して、「虐待防止 講演と映画のつどい」を
開催。「親子の絆

きずな

と子ども虐待について」の講演や、映画「う
まれる」の上映が行われました。ロビーには人権啓発のパ
ネルも展示され、参加者は足を止めて見入っていました。

10月10日㈭、天王洲ピア（東品川2－2）のしゅん工式が行
われました。天王洲ピアは、品川浦・天王洲地区運河ルネ
サンス協議会活動の一環で中川特殊鋼が新たに設置した桟
橋。不定期船の発着や運河イベントに活用され、震災発生
時には、物資輸送や避難用にも利用できます。

しながわ
写真
ニュース

11月6日㈬、豊葉の杜学園で区立小中学校の全教職員を対象
に第2回小中一貫の日の取り組みとして「いじめ防止の合同
研修会」を実施。これは、いじめの未然防止、早期発見・
早期対応など教職員の資質能力の向上を目的としたもので、
教職員1,074人が参加しました。

10月15日㈫〜18日㈮、第二庁舎3階ロビーで「薬と健康の
週間」の取り組みで、おくすり相談とパネル展示が行われ
ました。薬物乱用防止や薬の服用方法、健康食品と薬の違
いなど、街頭相談やパネル展示などを通して、地域の保健
衛生の維持向上を図ることを目的としています。

11月8日㈮、区役所で区と立正大学は、教育・文化、健康福祉、
環境、まちづくりなどの施策における包括的な連携・協力
に関する協定を締結。今後は、地域社会の課題解決や教育・
研究機能の向上のため、双方が連携・支援・協力しながら
事業を展開していきます。

10月20日㈰、きゅりあんで組曲「しながわ物語」お披露目
コンサートを開催。「しながわ物語」は平成13年に上演され
た初の区民ミュージカルで、区内在住の作曲家 小川寛興氏、
作詞家 甲斐新氏により製作。昨年度の品川区民憲章制定30
周年を記念して、合唱・管弦楽・吹奏楽用に編曲を行いました。

組曲「しながわ物語」
お披露目コンサート

「第2回小中一貫の日」
いじめ防止の合同研修会

おくすり相談と
パネル展示

区と立正大学が連携・協
力に関する包括協定締結

しながわ中央公園
暫定開放広場オープン

虐待防止
講演と映画のつどい

新しい桟橋
「天王洲ピア」完成

「親子でおたがいさま
運動！」開催


