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   、品川区では。まいスクエア荏原特集： 21日号ではテーマを設けて、
品川区内の「動き」をお伝えしています。

人々が親しみ
集う広場

スクエア荏原     （品川区立荏原平塚総合区民会館）

住所／荏原4－5－28　
　　   　   ☎5788－5321

交通案内／目黒線「武蔵小山駅」徒歩10分
池上線「戸越銀座駅」「荏原中延駅」徒歩10分
東急バス「平塚橋」徒歩3分

　スクエア荏原の正式名称は、実は「品川区立荏原平塚総合区民会館」。
皆さんに親しみを持って呼んでいただけるよう、愛称を一般公募し選ば
れたのが「スクエア荏原」です。その名付け親、中尾敦子さんにお話を
伺いました。

人々が行き交う広場のような施設に
　愛称を考えた時に、香港にあるタイムズスクエアの「スクエア」という言葉
がポンと浮かびました。スクエアには「人々が集まる広場」という意味があり
ますが、誰もが気軽に行き交える広場のような文化・スポーツ施設になってほ
しいという願いをこめました。
　40年近くこの地域に暮らし、旧平塚小学校には親しみを感じていました。そ
の跡地を利用してこうした施設をつくるというのは素晴らしい発想ですね。今
後は小中学校の生徒の発表の場として、「ひらつかホール」を活用してはどうで
しょう。子どもたちに、ぜひ本格的なステージを体験させてあげたいです。

ひらつかホールで行われた「邦楽の調べ」
に、謡曲の会のリーダーとして参加した
中尾さん（左から2番目）
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多彩な活動の拠点として
　昨年4月、旧平塚小学校の跡地に誕生したスクエア荏原。362
席の中規模ホールやイベントホール、会議室、スタジオ、和室、
アリーナなど、小規模ながら様々な貸し室が設けられ、音楽か
ら演劇、芸能、ダンス、スポーツ、講演、イベント、展示、地
域の会合など多彩な活動にご利用いただけます。地域の皆さん
に親しみ、愛される新たなコミュニティ施設として、これから
もどうぞよろしくお願いいたします。

「邦楽の調べ」の会で

お琴を合奏しました。

新しくてきれいな舞台で

演奏できてうれしいです。

アリーナで

体操教室を開催しています。

一緒に体を動かしましょう！ ス ク エ ア

わたしが名付け親！

武蔵小山商店街を抜けて
すぐ！戸越銀座商店街
からも歩けます。

スクエア
荏原

スクエア荏原の帰りは
武蔵小山商店街や戸越
銀座商店街でお買い物

施設のことは何でも

受付にお尋ねください。

詳しくは
2ページの

「フリースポーツ」
をご覧ください

申し込み方法や利用料金など詳しくはお問い合わせいただくか、品川文化振興事業団ホームページhttp://www.shinagawa-culture.or.jp/をご覧ください。

問い合わせ
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●お気軽にお問い合わせください

五反田法律事務所五反田法律事務所
品川区東五反田1－13－12 COI五反田ビル5階

☎3447－1361 ★五反田駅東口　徒歩１分

相続・
遺言  

交通
事故

債務
整理 不動産離婚

　旧平塚小学校の名を残そうと名付
けられた「ひらつかホール」。音楽
から演劇、芸能、講演など、和から
洋まで多彩なジャンルに対応できる
362席の座席数を持つホールです。

近くの仲間を誘って参加しています！

　作品の展示などに使えるスペースで
す。天井にワイヤーフックも完備され、
絵画や写真などの作品発表の場としてご
利用ください。隣接する第3小会議室と
一体的に利用することも可能です。

出演者やスタッフに配慮された舞台裏
琴研究会代表　松浦ゆみ子さん

　2005年から「邦楽の調べ」に参加しています。今回から会場がひらつかホールとな
り、スクエア荏原には初めて来ました。新しくて気持ちの良い建物ですね。
　ホールは舞台の袖や裏の通路が広くとってあり、出演者や舞台裏で働くスタッフの
ことを考えて設計されていると思います。また客席はワンスロープの構造で、舞台から
の眺めはとても良かったです。難点といえば、舞台上で演奏中の音がやや聞こえづら
いことでしょうか。多くの方にご利用いただけると良いですね。

ひ らつかホール 親子室（親子で鑑賞可）

ア リーナ
　756平方メートルの広さを
持つアリーナ。バスケットボール1面、バドミントン3面、
バレーボール1面、卓球16台の利用が可能です。更衣室、シャ
ワールームを完備した体育施設です。

展 示室
ふだん体を動かすことを全くして
いなかったので、良い機会になっ
ています。気軽に利用できます
し、参加費が100円だなんて信
じられません。

馬
まのめ

目喜美子さん

使わなかった筋肉を意識して使
い、体全体の血流が良くなってい
くのを感じます。体操した後に歩
くと、体が軽く感じられます。

半
なからい

井タイ子さん

施設がきれいで気持
ちが良いです。先生
の声もよく聞こえま
すね。1週間に1回で
すが、生活にメリハ
リがつき、刺激になっ
ています。
深沢タカ子さん

　利用したい時に自由に参加できるス
ポーツ教室です。登録カードに名前を記
入し、（2回目からはカードを提示）参加
費100円（保険料）を支払えばどなたで
も利用できます。
●体操教室　毎週金曜日午前9時～
品川区トリム体操連盟の先生指導のも
と、ストレッチ、フォークダンス、ソフ
トバレーボールなどを行います。
用意するもの／上履き、運動のできる
服装、バスタオルのような大きな敷物
●卓球　毎週水曜日午後1時30分～
初めての方でも講師が指導、アドバイス
します。1人でも参加でき、ラケットも
貸し出します。
用意するもの／上履き、運動のできる
服装
運営／荏原B地区スポ・レク推進委員会
問文化スポーツ振興課スポーツ係
☎5742－6838

品川区民芸術祭2013「邦楽の調べ」の舞台の様子

　ホール2階には、親子で利用できる「親
子室」を設けています。小さなお子さん
をお連れの時にご利用ください。

室内には舞台の
モニターがついている

第3小会議室も利用した展示

スクエア荏原のフリースポーツ

＊「品川区民芸術祭」に関する問い合わせは、文化スポーツ振興課文化振興係☎5742－6836へ。

フリースポーツ
（体操教室）
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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〉）
2月8日㈯・22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。

■インクカートリッジの回収
家庭で使用済みになったインクカートリッジを、区役
所・地域センターなど26カ所で回収しています。

  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。ご希望の方は
来店してください。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。
　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
※詳しくはお問い合わせください。
●旗の台店「婦人毛皮コート」の出品募集
日1月23日㈭～27日㈪午後1時～4時
※出品は1人1回5点まで、予約なしで身分証明書を
持ってお越しください（上限3万円）。
※詳しくはお問い合わせください。

　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）。

  リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）
「くるくる」は、毎月1日発行で地域センター・図書館
などの区施設などに置いてあります。掲載希望の方は、
電話かFAXでお申し込みください。3月号の掲載申し
込みは、2月20日㈭までです。

  フリーマーケット
■お越しください
●2月13日㈭午前10時～午後1時　
※雨天中止。
募集数／15店　
出店料／100円
申当日、峰原公園（大崎3ー17）へ
問菊田☎3490－8407
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※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アダプターなどの付属品です。

回収時間外に、回収品目を施設に置いていく行為は
おやめください。

　飲食も可能なイベントホールは、
地域の大規模な集会や懇親会、パー
ティー、展示会などに適したホールで
す。可動式の仕切り壁で3分割するこ
ともでき、目的に応じた様々な催しの
場として利用できます。

　第1から第3まで３つのスタジ
オがあり、アップライトピアノ
（第1・2）、ドラムセット（第3）、
キーボードを備えています。いずれも防音仕様と
なっており、音楽やダンスの練習の場に適してい
ます。また、ひらつかホールの楽屋としても使用
できます。

　会議や集会、講演会など地域活動の場としては
もちろん、文化芸術活動、各種パーティーなど様々
な用途に使える会議室。スクリーンとプロジェク
ターを備えた定員73名の大会議室と定員37名の中
会議室から、定員12名の小会議室まであわせて7
つの会議室があります。

　まだ新しい畳の香りがする和室（10畳×2室）。
炉、抹茶茶碗などの道具の貸し出し（有料）もあり、
茶道や華道のお稽古の場に最適です。

個人でも借りられるスタジオ
安藤友恵さん

　トロンボーンのレッスンで、第3スタ
ジオをよく利用しているんですよ。トロ
ンボーンなどの金管楽器を練習できる
場というのは少ないので、近くにこうし
た場があって重宝しています。ガラス張
りの部屋は、閉塞感がなくて気持ちよ
く演奏できますね。しかも空いていれば
個人でも借りられて、費用も安い。実は、
あまり知られてほしくないなあと思って
いるんです（笑）。

イ ベントホール

ス タジオ

会 和議室 室

　スクエア荏原1階にあるスクエアカフェ
は、飲み物、軽食の販売を行っています。
　またパーティーやイベント、セミナー、
会議などの集まりにはケータリングも利
用できます。

　駐輪場を86台用意しています。最初
の2時間は無料。2時間を超すと、その
あと3時間ごとに100円となります。

 品川区民芸術祭2013の「区民作品展」の会場として使われたイベントホール

第3スタジオ

第2スタジオ

大会議室

スクエアカフェ

自転車でお越しの皆さんへ

スクエアカフェのほか、希望
する外部業者のケータリング
も利用可能です。
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ろば康ひ健
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）

1月26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）

1月26日㈰

 たつのこどもクリニック 大　井 1 －32－16 ☎3775－8600
 おくの歯科医院 戸　越 4 － 7 －14 ☎3788－8241
 まぶち歯科医院 旗の台 5 － 6 － 7 ☎3788－8211
 飯塚接骨院 南大井 4 －11－ 6 ☎3763－3270
 武石接骨院 豊　町 2 －17－ 8 ☎3781－4450

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

1月25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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※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

日日・月・水・土・祝日
診療機関／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
日日・火・金・土・祝日
診療機関／昭和大学病院附属東病院（西中延2－14－19）☎3784－8383
日木（祝日も含む）
診療機関／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順番をお待ちいただくか他院を紹介する場合があります。

眼科の救急診療 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

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26年
（2014）
1/21情報館 情報館は4～7ページです。

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子ども環境学習講座「どんぐりの種まきと苗作り
～被災地での植樹につなげよう」

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

被災地の緑の復興を応援する活動「どんぐりプロジェクト」に参
加します。
日2月23日㈰午後2時～4時　
講師／宮原元（浜川小学校副校長）
人小学1～4年生と保護者18組（抽選）
持ち物／作品を持ち帰る袋
場申2月5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ー
6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

●園庭開放
　月～金＝ 二葉保（午前9時～正午）、東五反田保（午前

10時～正午）、大崎保（午後1時～3時）、西品
川保、冨士見台保

　火＝西中延保
　火・木＝荏原保
　火～金＝伊藤保（午前10時～正午）
　水＝第一日野すこやか園（午後0時30分～2時）
　 4日㈫・18日㈫＝伊藤幼（午後2時～3時）
　 4日㈫・26日㈬＝八潮わかば幼（午前10時30分～正午）
　12日㈬＝城南幼（正午～午後1時30分）
　19日㈬＝平塚すこやか園（午前10時30分～11時30分）
●身体測定
　 4日㈫＝ 品川保、西五反田保、南大井保（幼児）
　　　　　 東品川保
　 5日㈬＝南大井保（乳児）
　13日㈭＝西中延保
●絵本の広場開放
　13日㈭＝西中延保
●リズム遊び
　 5日㈬・26日㈬＝二葉保（乳児）
　 6日㈭・13日㈭・20日㈭＝南大井保
　19日㈬＝ゆたか保（パネルシアター）

●節分
　3日㈪＝ 大井保、ゆたか保、水神保
　　　　　西中延保、西品川保　
　　　　　 一本橋保、西五反田保
　　　　　滝王子保、南ゆたか保
　　　　　八ツ山保、東品川保
　　　　　小山台保、大井倉田保
　　　　　荏原西保、五反田保
　　　　　三ツ木保、八潮西保
●キッズタイム
　月＝伊藤保（午前10時～11時）
●おはなし会
　14日㈮＝小山台保
●作品展
　 4日㈫～7日㈮＝大井保
　12日㈬～19日㈬＝大井倉田保
　18日㈫～22日㈯＝五反田保
　20日㈭・21日㈮＝滝王子保
●お店屋さんごっこ
　 6日㈭・7日㈮＝一本橋保
　13日㈭＝北品川保
　19日㈬・20日㈭＝八ツ山保
●保育体験
　年間を通して実施

　2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。

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

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） 4日㈫ 26日㈬ 14日㈮
うつ病あんしん相談 28日㈮ 26日㈬ 5日㈬
高齢期のこころの相談 25日㈫ 18日㈫ 10日㈪・26日㈬
児童思春期のこころの相談 5日㈬ 27日㈭ 27日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談 2月

問各センターへ

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2月10日㈪午後2時～4時
場申電話で品川保健センター☎3474－2904へ

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

＊受診券有り

国保基本健診は
3月末まで ! !

問国保医療年金課保健指導係
☎5742－6902
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1月31日㈮は特別区民税・都民税
（普通徴収）第4期分の納期限です
6月に送付した納付書で納めてください。
口座振替・自動払込やコンビニエンスス
トアでの納付、携帯電話を利用したモバ
イルレジでの納付もできます。納期限を
過ぎると、督促状が発送されることがあ
ります。
問税務課収納管理係☎5742－6669

不動産公売を実施します
区では、区民サ－ビスの財源である特別
区民税を確保するため、税を納付してい
る多数の方と滞納者の間に不公平が生じ
ないようにするため、様々な方法で税の
収納率向上をめざしています。その一環
として、不動産公売を実施します。
公売実施日／2月18日㈫
実施場所／都庁第一本庁舎4階第2入札
室（西新宿2－8－1）
※詳しくは、区ホ－ムペ－ジをご覧いた
だくかお問い合わせください。
※公売を中止する場合があります。
問税務課特別整理担当☎5742－6670

家庭用電気式生ごみ処理機購入
費の一部を助成します
集合住宅などでも使用できる家庭用電気
式生ごみ処理機の購入費を助成します。
人区内在住で、家庭用電気式生ごみ処
理機を購入予定の方
※購入日から3カ月を経過していない方
も対象となります。
助成額／本体購入価格の3分の1（上限
20,000円）
申はがきに「生ごみ処理機」とし、住所、
氏名、電話番号、購入予定金額を品川区
清掃事務所（〠141－0032大崎1－14
－1☎3490－7098）へ
○区ホ－ムペ－ジから電子申請もできます。
助成方法／助成の決定通知が届いた後、
販売店などで発行された領収書か区指定
の証明書を添えて申請

子育て支援講座などの保育者を
募集します
期間／4月1日から2年間
日午前・午後の中で1日3時間程度　
※年数回（不定期）。
内文化センタ－、区民集会所、区立幼稚
園・小学校、保健センタ－などが会場と
なる講座などの受講者のお子さんの保育
人区内在住で、保育士・教員・看護師な
どの有資格者で曜日を問わず従事可能な
方若干名（選考）
謝礼／1回3,400円（税込）
申2月13日㈭（必着）までに、往復はが
きに「保育者応募」とし、住所、氏名、
年齢、電話番号、保有資格・区主催事業
の保育経験の有無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　※登録説明会
（書類選考の通過者）は3月13日㈭午前
10時から354会議室（第三庁舎5階）。

国民年金保険料は免除・納付猶
予制度があります
保険料を納めることが困難な場合は、本
人・配偶者・世帯主の所得が基準以下で
あれば、納付を免除する「保険料免除制
度」があります。また、失業したばかり
の方の所得を審査対象としない「特例免
除」や世帯主の所得を審査対象としない
「若年者納付猶予制度」（学生を除く、
30歳未満対象）もあります。
※所得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。
申請に必要なもの／
・年金手帳や基礎年金番号がわかるもの
・失業した方は、離職日が24年3月31日
以降の雇用保険受給資格者証か離職票
の写し
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

区営住宅入居者募集
現在、空きのある住宅の入居者を募集し
ます。
募集住宅（全4戸）／
家族・単身用＝二葉1丁目（二葉1－4－25）
1戸
家族用＝大井2丁目（大井2－1－25）2戸
南大井1丁目（南大井1－13－7）1戸
申込用紙配布場所／都市計画課（本庁
舎6階）、地域センタ－、文化センタ－、
サービスコ－ナ－、住み替え相談センター、
品川宅建管理センタ－
※部数に限りがあります。
申1月28日㈫まで配布する申込用紙を、
郵送で品川宅建管理センタ－に2月4日㈫
までに届いたものに限り受け付け　
※申込資格など詳しくはお問い合わせく
ださい。
●申込用紙休日配布窓口

日程 会場

1月25日㈯ 荏原文化センタ－
（中延1－9－15）

1月26日㈰ 本庁舎3階ロビ－
※時間は午前10時～午後4時。
問品川宅建管理センタ－☎5749－8661
都市計画課住宅運営担当
☎5742－6776

千代田区立神田一橋中学校通信
教育課程の生徒募集
人都内在住か在勤で、次のいずれかにあ
てはまる方40人（選考）
①尋常小学校か国民初等科を修了したが
高校の入学資格がない
②現行制度での義務教育未修了で学齢
相当年齢を超過し①に準ずる
選考日／3月2日㈰午前10時から
申2月26日㈬（消印有効）までに、同校
で配布する願書を神田一橋中学校通信教
育課程（〠102－0071千代田区富士見  
1－1－6☎3265－5961）へ郵送か持参
問学務課学事係☎5742－6828

品川歴史館は休館します
展示替えのため休館します。
日2月4日㈫～7日㈮、3月25日㈫～28日㈮
問同館☎3777－4060

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
2月28日㈮で今年度の申込受付を終了し
ます。
対象／次の全てにあてはまる工事
①着工前
②区内業者に発注して行う既存住宅の改修
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

エコ住宅
改修

遮熱性塗装、日射調整フィ
ルム設置、換気設備設置、
窓や外壁等の断熱改修、
LED照明器具設置　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、防犯ガラ
ス・扉等の設置　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－ナ－
・区内に賃貸住宅を所有している個人の方
・前年合計所得が1,200万円以下の方
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－ナ－・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－ムペ－ジからダウン
ロ－ドもできます。

空き缶回収運動のポイント交換・
換金は2月28日㈮で終了します
空き缶回収運動（エコスポット）でため
たポイントは期限までに交換・換金して
ください。
日2月28日㈮まで
交換・換金方法／500ポイント＝区内共
通商品券1枚（500円相当）と交換
500ポイント未満＝2ポイントで1円と換
金　※1ポイント残った場合は1円とみな
して換金。
交換・換金場所／
①品川区商店街連合会事務局
（西品川1－28－3中小企業センタ－4階、
月～金曜日10：00～17：00）
②北品川商店街事務所
（北品川2－4－17、月・水・金曜日12：00
～16：00）
③戸越銀座商店街事務所
（戸越1－15－16、月～金曜日10：00～
17：00）

④荏原町商店街事務所
（中延5－6－16、月～金曜日14：00～
17：00）
※いずれも祝日を除く。
問環境課環境推進係☎5742－6755

新製品・新技術クラスターフェア
日2月4日㈫午前10時～午後5時30分
内区内中小企業による製品・技術展示、
メードイン品川認定製品のプレゼンテー
ション、ビジネス創造コンテスト最終選
考プレゼンテーション
場参当日、直接日精ホール（大崎1－6
－3）へ
●特別講演「ビジネスモデルで競争力
を倍増させる」
時間／午後4時20分～5時20分
講師／妹尾堅一郎（産学連携推進機構
理事長）
人150人（先着）
申1月31日㈮までに、電話でものづくり・
経営支援課ものづくり支援係☎5498－
6333へ

品川区清掃事務所
26年度専門非常勤募集
勤務場所／品川区清掃事務所品川庁舎
（大崎1－14－1）・荏原庁舎（平塚1－10
－11）
勤務内容／ごみの収集作業
勤務日数・時間／月16日（月～土曜日）
午前7時40分～午後4時25分（休憩1時
間含む）
報酬／月額196,800円
※交通費支給。
任用期間／1年間
（4月1日～27年3月31日）　
人18歳以上で、清掃事業に熱意と能力
のある方若干名（選考）　※高校生不可。
申1月31日㈮（消印有効）までに、履歴書
（写真貼付）を品川区清掃事務所（〠141
－0032大崎1－14－1☎3490－7705）へ
郵送か持参
※履歴書は返却しません。

スポ－ツ

9人制クラス別バレ－ボ－ル大会
日2月23日㈰午前9時から
場総合体育館　他
種目／一般男子・女子
※家庭婦人の参加も可。
試合方法／クラス別トーナメント戦
※敗者戦あり。
￥1チ－ム12,000円
連盟登録チ－ム6,000円
主催／品川区バレ－ボ－ル連盟
申2月12日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ
※主将会議は、2月19日㈬午後7時から
総合体育館。

お知らせ

スポーツ

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

場マイガーデン南大井（南大井1－13みなみ児童遊園内）
人区内在住の方　※今までに2回以上利用した方は不可。
￥1区画（約10㎡）＝22,000円　※11カ月分。
申2月10日㈪（必着）までに、往復はがきに「マイガーデン南大井」とし、住所、
氏名、電話番号、応募動機を公園課公園維持担当（〠140－8715品川区役所☎
5742－6789）へ
※家族内での複数応募や、必要事項が書かれていない場合は落選となります。
※他人名義の利用はできません。
●公開抽選会を行います
日2月14日㈮午後2時　場255会議室（第二庁舎5階）

求人

　利用期間　  4月～27年2月
　募 集 数　 　 32区画（抽選）
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障害者との交流スポ－ツ教室
ハンドア－チェリ－をやろう
日2月15日～3月15日の土曜日
午後2時～4時（全5回）
人16歳以上の肢体不自由者と健常者30
人（抽選）
￥150円（保険料）
場申2月4日㈫までに、電話かFAX、往
復はがきで教室名、住所、氏名、年齢、
電話・FAX番号、障害の程度を戸越体育
館へ

水泳指導員養成講習会・検定試験

講習会
（全3回）

2/22㈯ 18:30～21:25
2/23㈰ 17:30～20:30
3/2㈰　11:30～17:00

検定試験 3/21㈷ 9:00～15:30

実技
100ｍ個人メドレ－＝男子1
分40秒、女子1分50秒以内
（年齢加算あり）、潜行

学科 水泳知識と心得、健康知識、
水泳指導法、安全と健康など

場講習会＝総合体育館、検定試験＝日
野学園温水プール（東五反田2－11－2）
人18～55歳の各種泳法にたん能で健康
な方10人（先着）
￥2,500円
（プ－ル入場料・テキスト代別）
※検定試験合格者に認定証を授与、公認
指導員として品川区水泳連盟に登録。
主催／品川区水泳連盟
申募集要項を確認の上、2月10日㈪まで
に、費用を持ってスポ－ツ協会へ

講座講演

知って役立つ図書館講座「都会で
楽しむ星空、室内で楽しむ星空」
2014年の天文現象の見どころと、都会
で星空を楽しむための品物や使い方を紹
介します。
日2月15日㈯午後2時～3時30分
講師／石橋彰（元鎌倉学園教諭）
人30人（先着）
場申電話で、品川図書館（北品川2－32
－3☎3471－4667）へ

悠々ボランティア育成講座
シニア世代に向けた、子育て支援ボラン
ティア育成講座です。
日程

（全4回） 内容

2/6㈭ 自然と親しむ体験型交流会、
地域デビュ－応援レポ－ト

2/13㈭ 講義「子どもの現状・子育て
の現状」

2/20㈭ グル－プワ－ク「子どもへの
接し方、あそびの技術」

2/27㈭ 講義「ボランティアとは？」、
活動メニュ－の提案

※時間は午後2時～4時30分。
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人区内在住でおおむね55歳以上の方20
人（抽選）
持ち物／筆記用具、飲み物、動きやすい
服装
申1月27日㈪までに、電話で子育て支援
課在宅子育て支援係☎5742－6720か
冨士見台児童センタ－☎3785－7834へ

第39回品川区消費生活展
イベント参加者募集
①手作り味

み

噌
そ

の講習会
日2月15日㈯午後1時～3時
人36人（抽選）　
￥700円
②ケータイ・スマホについて親子で考
えるイベント
日2月16日㈰午後1時30分～3時
内「子どもがケータイを欲しいと言って
きたら？」
「ゆるキャラ®と対決！意外と知らない食
べ物のこと」
人200人（抽選）　
③親子クッキング教室 ｢さむい日に作ろ
う！あったか料理とデザート｣
日2月16日㈰午前10時～午後1時
人小学生のお子さんと保護者36人（抽選）
※1組3人まで。未就学児は入室不可。
￥1人500円
───────共　　通───────
場きゅりあん（大井町駅前）
申1月31日㈮（必着）までに、往復はが
きでイベント名、住所、氏名、年齢、電
話番号、②③は参加者全員の氏名・学年・
合計人数を消費者センタ－（〠140－
0014大井1－14－1☎5718－7181）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

ワ－クライフバランス講演会
部下とのコミュニケ－ション、従業員の
モチベ－ション対策、職場のうつ予防、
ハラスメント防止などについて、わかり
やすく話します。
日2月5日㈬午後2時～4時
場中小企業センタ－（西品川1－28－3）
内明日から実践できる～ワ－クライフ健
康経営
講師／渡部卓（ライフバランスマネジメ
ント研究所代表）
人中小企業在勤者・経営者、区内在住
の方50人（先着）
申電話かFAXで、住所、氏名、電話番
号をものづくり・経営支援課経営支援係
（☎5498－6334 Fax5498－6338）へ

中小企業パソコン教室
①パワ－ポイント研修
日2月24日㈪～ 26日㈬（全3回）
￥2,100円（テキスト代）
②イラストレ－タ－応用
日3月10日㈪～13日㈭（全4回）
￥2,520円（テキスト代）
───────共　　通───────
※時間は午後6時～9時。
場中小企業センタ－（西品川1－28－3）
人区内中小企業在勤者・事業主各20人
（先着）　
※最少催行人数各10人。
申月～金曜日午前9時～午後5時に、電
話で富士通エフ・オ－・エム☎5401－
8462へ
問ものづくり・経営支援課経営支援係
☎5498－6334

三徳会
「生と死を見つめる懇談会」
日2月15日㈯午後2時～4時
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内「延命治療と緩和ケア～ガンと認知症
の終末期を考える～」
講師／鈴木央（鈴木内科医院医師）
人50人（先着）
申2月14日㈮までに、電話で荏原特別養
護老人ホーム☎5750－2941へ

講演会「家族を守る食中毒予防術
～今日からはじめる予防のポイント」
家庭における食中毒予防法をわかりやす
く話します。
日2月21日㈮午後2時～4時
場講堂（第三庁舎6階）
講師／伊藤武（東京顕微鏡院理事）
人100人（先着）
申2月20日㈭までに、電話で生活衛生課
食品衛生担当☎5742－9139へ

メイプルカルチャ－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日本酒を楽しむためのおつまみ3品
日2月8日㈯午後1時～4時
人24人（先着）　
￥2,000円（材料費別）
②水彩画2DAYレッスン
はがきサイズに描く透明水彩画
日2月6日㈭、3月6日㈭
午後1時～3時（全2回）
人15人（先着）
￥3,400円（教材費・モチーフ代別）
③刻印や飾りでアレンジ！
愛犬・愛猫の革の首輪づくり
日2月6日㈭午前10時～午後1時
人20人（先着）　
￥2,500円（教材費別）
④アンチエイジング薬膳レッスン
日2月4日㈫、3月4日㈫
午後1時～3時（全2回）
人16人（先着）　
￥3,200円（教材費別）
⑤あなたを魅了した音楽の秘密を解く
日2月22日㈯午後3時30分～5時
人20人（先着）　
￥2,000円
⑥やさしい上絵付け　
抹茶茶碗に桜を描く
日2月14日㈮午後1時30分～4時
人10人（先着）　￥2,000円（教材費別）
───────共　　通───────
場①きゅりあん（大井町駅前）、②～⑥
メイプルセンター（西大井駅前）
申電話で、同センター☎3774－5050へ

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26年
（2014）
1/21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。

講座・講演

スポーツ

受付期間／2月17日㈪～3月17日㈪
※この期間は日曜日も受け付けます。
受付時間／午前8時30分～午後5時
※火曜日は午後7時まで。

●月～金曜日
受付場所／141会議室（本庁舎4階）
※火曜日の午後5時～7時は税務課
窓口。

●日曜日
受付場所／税務課窓口（本庁舎4階）

　年金所得者の方へ
確定申告の提出が不要で、次にあてはまる方は住民税の申告が必要です。
● 年金支払者に申告していない扶養控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除がある
● 年金天引き以外で納付した社会保険料がある
● 生命保険料控除や地震保険料控除がある
● 医療費控除がある　など
※申告をすると、税額が低くなる可能性があります。
※所得税の還付がある場合は、税務署へ確定申告をしてください。

　住民税の申告をしなくてもよい方
● 税務署に確定申告をする
● 給与所得のみで勤務先から品川区へ給与支払報告書の提出がある
● 確定申告書や給与・年金支払報告書で扶養親族になっている

住民税の申告書は、2月4日㈫に発送予定です

26年度特別区民税・都民税（住民税）の
申告受付が始まります
問税務課☎5742－6663～6666

●確定申告の相談・提出
・25年分所得税および復興特別所得税の確定申告は、2月17日㈪～3月17日㈪です。
・税務署での相談・受付は平日のみ行っています。ただし、2月23日㈰、3月2日㈰
に限り、品川税務署において品川税務署・荏原税務署の合同会場として相談・受
付を行います。

●年金所得者の申告手続きの簡素化
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の
所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書の提出は不要です（確定申告が必要
ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは品川区役所税務
課へお問い合わせください）。
※所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできます。

●申告書の作成は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を
ご利用ください
作成した申告書は書面で印刷して郵送などで提出、また、「e－Tax（国税電子申告・
納税システム）」を利用してインターネットで送信できます。
※e－Taxを利用するには、事前準備が必要です。
※e－Taxを利用したインターネット送信による確定申告では、内容を入力すること
により添付書類の提出を省略することができます（一部の添付書類を除く）。
※詳しくは、e－Tax・作成コーナーヘルプデスク☎0570－01－5901へお問い合
わせください。

税 のたより 国税庁ホームページ
HPwww.nta.go.jp

問品川税務署☎3443－4171　荏原税務署☎3783－5371
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地域国際交流展示
今年はアメリカ合衆国メイン州ポ－トラ
ンド市と姉妹都市提携を結んで30周年
です。これまでのポ－トランド市との交
流について紹介します。
日2月4日㈫～16日㈰
午前9時～午後8時
※2月13日㈭を除く。
※日・月曜日、祝日は午後5時まで。
場品川図書館（北品川2－32－3）
内パネル展示、紹介パンフレット配布、
関連資料の展示・貸し出し
問地域活動課国際担当☎5742－6691

品川＆早川ふるさと交流
山里のみそづくりツア－
みそ作り名人のおばあちゃんの自宅を会
場に、昔ながらの方法で仕込みます。
日2月1日㈯～2日㈰

宿泊／町営ヘルシ－美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤で中学生以上の方13
人（先着）
￥11,300円（1泊3食付き宿泊費、プロ
グラム参加費5,000円含む）
※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－美里☎0556－48－
2621へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

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 ★

★

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）

　★2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 ｢ふゆとはるのおほしさま｣
②午後1時30分③午後3時30分＝特集のお話 ｢一等星マラソン～21個の
一等星めぐり｣
※各回とも、前半は当日の星空解説。
※2月1日㈯・15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

   特別投影 ｢林完次の星空散歩｣

天体写真家林完次さんによる、星空の生
解説です。
日2月15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2月5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、2月7日㈮午前
10時から電話受付（先着）。

   2月の天体観望会
   ｢オリオン座と冬の大三角」

日2月21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2月12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、2月14日㈮午前
10時から電話受付（先着）。

親子シート
もあるよ

問地域活動課☎5742－6687

家族で

●楽しい旅行

仲間で

●サークル・青少年合宿

会社で

●宿泊研修・社員旅行

みんなで

●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
8月分の受付／2月1日㈯より
※夏季期間（品川荘：8月9～16日、光林荘：8月12～16日）
は抽選

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。
※夏季期間（品川荘：8月9～16日、光林荘：8月12～16日）は繁忙期です。2月28
日㈮締め切りで抽選となります。
※光林荘：8月1～11日、17～26日は小学校夏季施設などの利用となり、一般の方は
利用できません。
※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/

区内で活動している団体が情報を発信で
きるサイトです。団体登録をしていただ
くと、団体の紹介、イベントの情報、会
員の募集など自分たちで情報を入力し、
発信することができるようになります。
※入力サポート相談あり。
登録できる団体／区内で活動する非営利
団体など　※基準あり。

品川区民活動情報サイト

しながわ

すまいる
ネット

HPshinagawa-smile.net/
※区ホームページからもご覧いただけます。

問地域活動課協働・ふれあいサポート係☎5742－6605

品川荘・光林荘Ａタイプ 区民料金
（税込）

区外料金（税込）
区民と同伴 区外のみ

大人
（中学生以上）

平日・休日 5,975円 7,350円 9,975円

休前日 6,500円 7,875円 10,500円

繁忙期 7,550円 11,025円 13,650円

子ども（小学生） 通年 4,760円 7,350円 7,560円

※光林荘Ｂタイプ（トイレなし）は、上記の料金から525円引き。
※1名利用の場合は5,250円の割り増し。
※品川荘は、入湯税150円がかかります。
※26年4月以降の利用料金については改定予定です。

25年度料金 1泊2食付き
（区民＝区内在住・在勤の方。1室3名以上利用の場合）

クラシックへの挑戦やドラマ・映画出演
など精力的に活動する森山良子。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。

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）　
※詳しくは、お問い合わせいただくか HP www.shinagawa-culture.or.jp/をご
覧ください。

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2013～2014森山良子コンサートツアー2013～2014
チケット
好評発売中

3月7日㈮ 午後6時30分開演　  会 場  きゅりあん（大井町駅前）



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。

● 健康センター・総合体育館コース型教室
● 消費生活展

次号予告　2月1日号
平成26年（2014）

広　報

古紙配合率70％再生紙を使用しています

1/21
1901号

「品川区新型インフルエンザ等対策行動計画（素案）」
に対するご意見をお寄せください

　新型インフルエンザなどが発生した場合、健康や生活全体にも大きな影響が生じると考えられます。
　25年4月の「新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）」施行に伴い、これまでの区行動計
画に新たに予防接種などを加え、改訂することとしました。
　このたび、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

　1．基本的な方針
　目的

① 新型インフルエンザなどの感染拡大を可能な限り抑制し、区民の生命
および健康を保持します

② 区民生活および経済活動に及ぼす影響が最小限となるようにします

応募方法／2月7日㈮までに、意見、住所、氏名、電話番号を保健予防課へ郵送かFAX、持参
○区ホ－ムペ－ジの応募フォームも利用できます。

「新型インフルエンザ等対策行動計画（素案）」は、区ホームペ－ジ、保健予防課、区政資料コーナー
（第三庁舎3階）、地域センター、保健センターでご覧になれます。

皆さんのご意見を
お寄せください。

保健予防課保健計画担当（〠140－8715品川区役所本庁舎7階☎5742－9152 Fax5742－9158）問い合わせ

　明治37年（1904）品川
生まれの日本画家で、近代
日本画の団体、新興美術
院に所属した岡田錬石氏
（1904～1995）の作品を
紹介します。
　“岩絵具”の自然な色彩と
独特な表現で、風景や動
植物などを描いた作品をご
覧ください。

日2月1日㈯～12日㈬ 午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで）
※2月6日㈭は休館。
場問Ｏ美術館（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階☎3495－4040）

内花田流笑顔の子育て術～母として妻として女将として 
講師／花田景子（貴乃花部屋女将）
人区内在住か在勤で子育て中の保護者・子育て支援に関心のある方160人（抽選）
※未就学児の入場はできません。
託児／1歳～就学前のお子さん20人（抽選）
申2月10日㈪（必着）までに、往復はがきに「ネットワーク交流講座」とし、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、講師への質問（なしでも可）、託児希望の方
はお子さんの氏名（ふりがな）・性別・月年齢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  ※入場には整理券（1人1枚）が必要。
○区ホームページから電子申請もできます。

貴乃花部屋女
おかみ

将で、元フジテレビアナウンサーの花田景子さん
による講演会です。

パパママパパママ
応援プログラム応援プログラム

入場無料

はばたく（昭和60年）

子育て支援ネットワーク
交流講座

3月2日㈰午後1時～3時　　場 所　講堂（第三庁舎6階）

　区行動計画の主な概要

●国・都・区・医療機関・事業者・区民の役割分担を明記し、新型インフル
エンザなどの発生段階ごとに感染対策を推進します

●特措法に基づき、国が特定接種を行い、区が住民接種を行います

　2．発生段階ごとの主な対策
区行動計画は、7つの主要項目を5つの発生段階と緊急事態宣言時ごとに主な対策をまとめています。

内　容 緊急事態
宣言時

実施体制 区の体制整備・対策本部
に関すること 区対策本部廃止 特措法による

対策本部設置
サ－ベイランス・
情報収集

症状・治療などの情報収
集・分析に関すること

平常時の
サーベイランス 患者の全数把握 集団発生の把握 平常時の

サーベイランス 情報収集強化

情報提供・共有
発生状況・感染対策・相
談対応などの情報の周知
に関すること

情報提供 新型インフルエンザ相談センター設置
相談センター縮
小、第一波終息

発表

外出自粛・施設
使用制限の周知

感染拡大防止 水際対策・感染対策の
強化に関すること 感染対策準備 水際対策の協力 感染対策の徹底・強化、感染リスク

の高い施設の感染対策 感染対策の縮小 感染対策強化

予防接種 特定接種・住民接種に
関すること

特定接種（国が実施主体）への協力、
住民接種（区が実施主体）の準備 特定接種への協力・住民接種の実施 住民接種継続

特措法による
全住民への
予防接種

医療 医療・検査体制の整備に
関すること 医療体制整備 新型インフルエン

ザ専門外来開設
感染症指定医療機
関への入院措置

一般医療機関で診
療、感染症入院医
療機関へ入院

平常時の医療体制 臨時医療施設の
確保協力

区民生活および
経済活動の安定確保

区民・要援護者支援に
関すること 備蓄・要援護者への生活支援 食料品・生活必需品の安定供給・

要援護者支援 平常時への回復 生活関連物資など
の供給確保

発生段階
主要7項目

小康期
小康期都内感染期国内発生早期

～都内発生早期海外発生期未発生期

新型インフルエンザ等
連絡調整会議 品川区新型インフルエンザ等対策本部設置（条例）


