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①26年1月1日現在、品川区にお住まいで25年中（25年1～12月）に収入（所得）があった
②26年1月1日現在、品川区内に事務所・事業所や家屋敷があり、品川区内に住んでいない
○非課税となる方の申告
扶養親族になっているなどで住民税が非課税となる方は、申告義務はありません。ただし、国民健康保険などの減額・免除申請をする場合
や所得額の記載がある非課税証明書が必要な場合は申告が必要です。

○税務署に所得税の確定（還付）申告をする
　・給与所得以外の所得の合計額が20万円超
　・勤務先で年末調整をしていない
　・医療費控除・寄附金税額控除など控除の追加により所得税の還付が生じる
○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
　※提出の有無は勤務先にご確認ください。
○年金に係る所得のみ＊
○確定申告書や給与支払報告書、年金支払報告書で扶養親族になっている

＊年金所得者の申告不要制度
公的年金などの収入の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。ただし、
公的年金などの源泉徴収票に記載された控除以外に控除を受ける場合と20万円以下の他の所得がある場合は、住民税の申告が必要です。

eLTAX（地方税ポータルシステム）では、事業所などのインターネットを利用して
給与支払報告などの手続きができます。
・複数の地方公共団体への申告を1回の送信データで行うことができます。
・eLTAX用の無償ソフト「PCdesk」やeLTAX対応の市販の税務会計ソフトで、申告
書が作成できます。
・詳しくは、eLTAXホームページ HP www.eltax.jp/をご覧ください。　
問い合わせ／ eLTAXヘルプデスク☎0570－081459　

e-TAXe-TAX（イータックス）・eLTAXeLTAX（エルタックス）をご利用ください
e-TAX（国税電子申告・納税システム）では、自宅からイ
ンターネットを利用して確定申告ができます。
・e-TAXで申告された還付申告は早期処理しています。
・詳しくは、e-TAXホームページ HP www.e-tax.nta.go.jp/
をご覧ください。
問い合わせ／ e-TAX・作成コーナーヘルプデスク☎0570
－01－5901

個人の方 事業所の方

特別区民税・都民税（個人住民税）の
申告受付が始まります

◎住民税の25年度の税制改正による変更点は2ページをご覧ください。

26年度（25年分）の特別区民税・
都民税（個人住民税）の申告受付が
始まります。申告が必要な方は期限
までに申告してください。今号では、
25年度の税制改正による変更点など
もお知らせします。
問い合わせ／税務課課税担当
☎5742－6663～6　

特別区民税・都民
税申告書は、2月
4日㈫に発送しま
した。前年の実績
を基に発送してい
ます。届いていな
い方で必要な方は
ご連絡ください。

2月17日㈪～3月17日㈪
※この期間は日曜日も受け付けます

●月～金曜日 午前8時30分～午後5時
　受付場所／141会議室（本庁舎4階）
●火曜日　午後5時～7時
　受付場所／税務課窓口（本庁舎4階）
●日曜日　午前8時30分～午後5時
　受付場所／税務課窓口

受付
期間

住民税の申告が必要な方

住民税の申告が不要な方
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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、都民税年額1,000円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。

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）

住民税課税年度 26年度 27～30年度

※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。合計所得3,000万円以下の給与所得者の方は、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。

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。

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）適用判定の基準を所得控除額の2分の1（給与収入1,500万円以上の場合は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。

問い合わせ／税務課課税担当☎5742－6663～6

1
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3

4

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/

●傾聴ボランティア
高齢者施設で話し相手をします。
日いつでも可
13:00～16:00の間の1時間程度
場ロイヤルサニー（西大井2）
●見守りと話し相手
高齢者施設で見守りなどをします。
日週1回（火～土曜日）
9:30～11:00か15:00～16:00
場たゆらか倶楽部（中延2）
●編み物講師
高齢者施設で指導します。
日日程は応相談
10:00～11:00か15:00～17:00
場ケアホーム西五反田
（西五反田3）

●作品作成補助など
来園者の作品作成補助と昔ながら
の遊びを教え、一緒に遊びます。
日週1回（土曜日）13:30～15:00
場林試の森公園（小山台2）
●障子の貼り替え
高齢者施設で補修などをします。
日月～金曜日　※日時は応相談。
場晴楓ホーム（東品川3）
●レクリエーション活動
ボランティア
高齢者施設で演芸披露と話し相手
をします。
日日程は応相談
10:00～11:00か14:00～15:00
場かえで荘（八潮5）

ポ

ポ

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

ポ

ポ

■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

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ポイント上限）。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」（紺色）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・サロンの活動も含まれます）

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/

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2月22日㈯午前10時～11時
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

ポ

ポ

☆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。
○昨年12月までの活動でためたポイントを交換
しています。必ず期限までに交換してください。
※50ポイントたまっていなくても交換できます。
交換期間／／2月28日㈮まで
午前9時～午後5時　※日曜日、祝日を除く。
交換方法／ピンク色の「はつらつカード」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

※詳しくはお問い合
　わせください。

特別区民税・都民税（個人住民税）の
一部が変わります
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税税のたより
問品川税務署☎3443－4171　荏原税務署☎3783－5371　国税庁ホームページHP www.nta.go.jp

●25年分申告書の提出・納付期限
所得税及び復興特別所得税・贈与税

…3月17日㈪
個人事業者の消費税・地方消費税

…3月31日㈪

●パソコンを使って申告書の作成ができます
確定申告書は、自宅のパソコンを使って国税庁ホームページ
の「確定申告書等作成コーナー」から作成することができま
す。税務署で作成する場合も、パソコンを使用して申告書の
作成ができます。

●税務署で申告書を作成する方へ
申告書作成会場の利用時間は午前8時30
分～午後5時です。職員などによる申告
書作成のアドバイスは午前9時15分から
となります。

自転車利用者に関する法改正
①路側帯の通行方法
これまで路側帯は双方向
に通行できましたが、自転
車同士の衝突や接触事故
の危険性があるため、自転
車などの軽車両が通行で
きる路側帯は、道路の左側
に設けられた路側帯に限
られることになりました。
違反した場合  

3カ月以下の懲役または
5万円以下の罰金

②警察官による自転車の検査など
死亡事故や重傷事故を引き起こす危険性が高い制動装置不良自転車の運転を防
止するため、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自
転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令で
きるようになりました。
検査や命令に違反した場合  5万円以下の罰金

悪質・危険運転者に対する法改正
①無免許運転などに対する
　罰則の引き上げ
「無免許運転を行った者」また
は「偽りその他不正の手段に
より免許証などの交付を受け
た者」などに対する罰則が引
き上げられました。
改正前  1年以下の懲役または
　30万円以下の罰金

改正後  3年以下の懲役または
　50万円以下の罰金

②無免許運転幇
ほうじょ

助行為に対する
　罰則規定の整備
・無免許運転を行うおそれがある者に自動車などを提供する行為
違反した場合  3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・要求などをして無免許運転の自動車などに同乗する行為
違反した場合  2年以下の懲役または30万円以下の罰金

道路交通法の一部を改正する法律が施行されました
25年6月に改正された道路交通法の一部が、25年12月1日に施行されました。 主な改正点は、以下のとおりです。

◎上記以外にも、改正された道路交通法が、26年から27年にかけて段階的に施行される予定です。詳しくは、最寄りの警察署の交通総務係に
お問い合わせいただくか、警視庁や警察庁のホームページをご覧ください。

品川警察署☎3450－0110、大井警察署☎3778－0110、大崎警察署☎3494－0110
荏原警察署☎3781－0110、東京湾岸警察署☎3570－0110
問い合わせ／土木管理課☎5742－6782

ヘルプカードは、障害のある方が周囲の方へ支援をお願いするときに活用す
るカードです。ヘルプカードを提示されたら、支援のご協力をお願いします。

　また、自分からカードを提示して助けを求めることが難しい方もいます。困っ
ている場面を見かけたら、ゆっくり「どうしましたか？」と声をかけてください。
連絡先や支援してほしい内容などを記入できるサブカードもあります。「手助け
してほしいこと」が把握できないときは、カードを開いてみてください。

＜たとえばこんなとき、ちょっとした心遣いをお願いします＞
・障害のある方のなかには、発作やパニックを起こす方がいます。「やさしく」
「ゆっくり」「簡潔」に声をかけてください。
・災害のとき、障害があるために情報を得ることができず、危険を察知できない
方や動けなくなる方がいます。ゆっくり具体的に状況を伝えてください。

　身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方にはヘルプカー
ドを郵送しました。
　精神保健福祉手帳をお持ちの方や自立支援医療受給者等
で必要な方には、障害者福祉課や保健センターの窓口でお
配りしています。
　詳しくはお問い合わせください。

知っていますか？ヘルプカード

左
側

右
側

路
側
帯

路
側
帯

車道では自転
車は左側通行
です。

問障害者福祉課（本庁舎3階 ☎5742－6710 Fax3775－2000）
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●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）
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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 情報館は4～7ページです

2020東京オリンピック・パラリンピック開催イベント～世界をめ
ざすトップアスリートが集う　国立スポーツ科学センター見学～

日①3月9日㈰②3月23日㈰
（区役所午前9時出発・午後1時頃解散、往復バス）
人区内在住の小学4～6年生各14人（抽選）
申2月24日㈪（消印有効）までに、往復はがきでイベント名、希望番号、
住所、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、電話番号、学校名を文化スポー
ツ振興課スポーツ係へ

めざせ！東京オリンピック・パラリンピック
児童センター・すまいるスクール合同卓球大会「ふれあいリーグ2014」

日3月8日㈯午前10時30分～午後4時　※中高生は午後2時15分集合。
場総合体育館
内学年別・男女別の個人戦、交流試合、卓球教室
人小学生～高校生
申3月4日㈫までに、電話か直接東品川児童センター☎3472－5806、
水神児童センター☎3768－2027、大井倉田児童センター☎3776－
4881、すまいるスクール浜川☎3761－6664、すまいるスクール品川
学園☎3474－4126へ　　

環境学習講座「せっけんや重そうなど身近にあるもので実験をしよう」

家庭内にあるせっけんなどを用いて化学実験を行い、環境にやさしい
使い方を学びます。
日3月9日㈰午後2時～4時　
講師／佐藤宏（体験学習クラブ「なぬーく」代表）
持ち物／筆記用具
人小学生25人（抽選）　※小学3年生以下は保護者同伴。
場申2月24日㈪（必着）までに、往復はがきかFAXに講座名、参加者
の住所・氏名・年齢・電話番号かFAX番号を環境情報活動センター（〠
140－8715品川区役所第三庁舎3階☎・Fax5742－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

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3月6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

二人で子育て（両親学級）

会場 日時

品川保健センター 4/20
㈰

9:30～12:30

13:30～16:30

荏原保健センター 4/5
㈯ 9:30～12:30

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妊娠
22週以降の初産カップル各24組（選考）

申3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

むし歯撃退教室
日3月5日㈬午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、効果
的な歯磨き・フッ化物使用法（実技）
人歯が8本生えたお子さん25人（先着）
場申2月13日㈭から、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2902へ

ろば康ひ健

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）

2月11日㈷
16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）

2月11日㈷

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
　　　かすや歯科東海クリニック 南品川 3 － 4 －14 ☎3450－6870
　　　上山歯科医院 二　葉 1 －14－ 2 ☎3781－5018
　　　成進整骨院 大　井 3 － 2 － 2 ☎3775－3166
　　　せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161

2月16日㈰

　　　酒寄医院 東大井 2 －26－ 3 ☎3761－3250
　　　愈稀（まさき）歯科医院 東大井 1 － 3 －30 ☎3472－8241
　　　矢部歯科医院 西品川 1 －29－ 4 ☎3781－4811
　　　滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496
　　　昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

2月15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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内
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 

眼科の救急診療
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
（祝日も含む）

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

※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）　☎5272－0303 ●品川消防署　☎3474－0119
●救急相談センター　　　　　　☎＃7119 ●大井消防署　☎3765－0119

　　　 IP電話などは　☎3212－2323 ●荏原消防署　☎3786－0119（救急車を呼ぶのを迷ったら）

日4～9月　※祝日は除く。
Ａ教室＝午前9時30分～10時30分
Ｂ教室＝午前10時45分～11時45分
内健康体操
人60歳以上の方各20人程度（抽選）

￥各3,600円
申2月25日㈫までに、本人が直接希望
の会場へ
○医師に運動を禁じられている方は
ご遠慮ください。

曜日 会場 所在地

月

東品川シルバーセンター 東 品 川 3－32－10
平塚シルバーセンター 平　　塚 2－10－20
ゆたかシルバーセンター 豊　　町 3－ 2 －15
スクエア荏原＊1 荏　　原 4－ 5 －28

火

旗の台シルバーセンター 旗 の 台 4－13－ 1
西大井いきいきセンター 西 大 井 2－ 5 －21
関ヶ原シルバーセンター 東 大 井 6－11－11
後地シルバーセンター 小　　山 2－ 9 －19

水

荏原第二区民集会所 荏　　原 6－17－12
ゆたかシルバーセンター 豊　　町 3－ 2 －15
東大井区民集会所 東 大 井 2－16－12
こみゅにてぃぷらざ八潮＊2 八　　潮 5－ 9 －11
大崎第二区民集会所 大　　崎 2－ 9 － 4
南品川シルバーセンター 南 品 川 5－10－ 3

木

大井第三区民集会所 西 大 井 4－ 1 － 8
八潮地域センター 八　　潮 5－10－27
五反田シルバーセンター 東五反田 2－15－ 6
荏原第三区民集会所 平　　塚 1－13－18
荏原第五区民集会所 二　　葉 1－ 1 － 2

金

西五反田シルバーセンター 西五反田 3－ 9 －10
北品川シルバーセンター 北 品 川 1－29－12
南大井シルバーセンター 南 大 井 3－ 7 －13
小山シルバーセンター 小　　山 5－17－18

＊1　健康課健康づくり係（本庁舎7階）へ申し込み。
＊2　2月11日㈷は休館。

問健康課健康づくり係☎5742－6746



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）

区議会インターネット生中継を
開始します
第1回定例会より、本会議の様子を生中
継でインターネット配信します。傍聴に
おいでになれない方も、リアルタイムに
ご覧になれますので、ご活用ください。
●区ホームページの「品川区議会」→「イ
ンターネット中継」→「生中継」からご
覧ください。
問区議会事務局☎5742－6810

26年度食品衛生監視指導計画案
の公表、意見募集
日3月4日㈫まで
閲覧場所／生活衛生課（本庁舎7階）
※区ホームページからもご覧になれま
す。
●食品衛生監視指導計画案への意見を
募集します
申3月4日㈫（必着）までに、郵送かFAX
で住所、氏名、年齢、電話番号、意見を
同課食品衛生担当（〠140－8715品川
区役所☎5742－9139Fax5742－9104）
へ
○区ホームページから電子申請もでき
ます。

おもちゃの病院が消費生活展へ
出張します
日2月15日㈯
午前10時～午後2時30分受付
場きゅりあん（大井町駅前）
内壊れたおもちゃの修理
※修理に時間がかかる場合は預かります。
※消費者センターでの診察は休診です。
●消費生活電話相談は休みます
日2月15日㈯
―――――――　共　通　―――――――
問消費者センター☎5718－7181

品川区障害福祉計画策定委員会
の委員募集
障害者施策に関する基本的な計画とな
る「品川区障害者計画」と今後の障害福
祉サービスの見込み量などを計画する
「障害福祉計画」を策定する委員会の委
員を募集します。
任期／3月～27年3月
人次の全てにあてはまる方3人（選考）
・品川区の障害者福祉に深い関心と熱意
がある
・区内在住で20歳以上
・年4回程度の委員会に出席できる
※詳しくはお問い合わせください。
申2月24日㈪（必着）までに、障害者福
祉課で配布する申込書を同課（〠140－
8715品川区役所本庁舎3階☎5742－
6389）へ郵送か持参

就業センター～保育士面接会
日2月25日㈫午後2時～4時
※受付は午後3時30分まで。
職種／保育士
企業数／7社程度
人保育士資格をお持ちの方
場参当日、履歴書・職務経歴書を持って、
中小企業センター（西品川1－28－3）へ
※詳しくはハローワーク品川ホーム
ペ ー ジ HP tokyo-hellowork.jsite.mhlw.
go.jp/list/shinagawa.htmlをご覧いただ
くかお問い合わせください。
問ハローワーク品川☎6402－5192、就
業センター☎5498－6353

第126回高齢者と介護者のため
の料理教室「食の防災」
日2月25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）
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
人20人（先着）
￥600円
申2月20日㈭までに、戸越台特別養護老
人ホーム☎5750－1054へ

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。
　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
保医療年金課収納係（本庁舎4階）
※ペイジー申し込みは、国保医療年金課
収納係窓口のみ。
問国保年医療金課収納係☎5742－6678

品川介護福祉専門学校
一般入学選考（第3期）
修業年限／2年（昼間）
取得資格／介護福祉士（国家試験受験資格）
人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
選考日／3月9日㈰・18日㈫
※定員に達した場合、3月18日の選考は
ありません。
出願期間／2月28日㈮～3月13日㈭
※出願は選考日の3日前（土・日曜日を
除く）まで。
試験内容／書類選考（出席状況含む）、
面接、小論文（60分、600字程度）
募集要項配布場所／同校（西品川1－28
－3）、図書館、地域センター他
問同校☎5498－6364
※学校見学は随時受付中（要予約）。

日曜サークル運営スタッフ募集
日曜サークルは、軽度の知的障害のある
方の余暇活動を支援する活動です。

活動内容・活動日／
①原則として月1回程度の日曜日に開催
するサークル（年間14回）
②サークル運営のための会議など（年間
数回）
※活動費の一部を区が負担します。
人年間を通して活動でき、障害者の活動
支援に理解や関心のある20～65歳くら
いの方若干名（選考）
申2月26日㈬までに、電話で文化スポー
ツ振興課生涯学習係へ
説明・面談／3月2日㈰午前11時～午後
0時30分か3月4日㈫午後1時～8時のい
ずれか、時間は30分程度

障害者水泳教室
日4月27日～27年3月8日の第2・4日曜
日（全18回）※7・8月を除く。
番号 時間 対象

① 午前9時30分
～11時

小学3年生以上20
歳未満の知的障害
者、小学3年生以
上の身体障害者の
方

② 午前11時30分
～午後1時

20歳以上の知的
障害者の方

場日野学園温水プール（東五反田2－11
－2）
人自分で身の回りのことと、会場までの
往復ができる方各45人
※60歳以上の方は、健康診断結果の写
しを提出。
￥各540円（保険料）
※新規の方は､ 帽子代450円が必要。
申2月21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、
保護者名をスポーツ協会へ
※新規の方は、3月9日㈰に面接。

お知らせ

毎日の生活の中で必要な筋力をつけ
て転倒を防いだり、動作が軽くなる
ための体操をします。参加して顔見
知りを増やしませんか。
日4～9月（全25回）　
人区内在住で介護認定を受けていな
い65歳以上の方（抽選）
￥1回①②③各200円④400円　
※③は昼食代別（600円）。
申本人が電話で希望の会場へ　
問高齢者いきがい課☎5742－6733

①身近でトレーニング（２時間程度）　＊1　4月からの所在地
会場 曜日 開始時間 定員

荏原在宅サービスセンター
 （荏原2－9－6☎5750－3708） 土 13:30 15人

中延在宅サービスセンター 
 （中延6－8－8☎3787－2137） 金 15:20 12人

戸越台在宅サービスセンター
 （戸越1－15－23☎5750－1052) 水

13:30 各
15人西大井在宅サービスセンター

 （西大井2－4－4☎5743－6125） 10:00

大崎在宅サービスセンター
 （大崎2－11－1＊1☎5461－0830） 木 13:30 10人

②マシンでトレーニング（2時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

西五反田在宅サービスセンター（西五反田3－6－6）
申さくら会西五反田☎5434－7831 木 9:30 各

8人13:30
東品川在宅サービスセンター
 （東品川3－1－8☎5479－2946） 月 11:15 10人

デイサービスセンタードゥライフ品川 
 （南品川5－3－10☎3450－8136） 火 13:00 6人

八潮在宅サービスセンター
 （八潮5－10－27☎3790－0344) 水 15:00 10人

南大井在宅サービスセンター
 （南大井5－19－1☎5753－3903） 木 15:30 12人

③予防ミニデイ（４時間程度）　＊2　全12回
会場 曜日 開始時間 定員

西大井在宅サービスセンター
 （西大井2－4－4☎5743－6125）

第2・4
　日＊2 10:00 30人

デイサービスセンター八潮陽だまり
 （八潮5－2－2☎3799－3077）

第1・3
　土＊2 10:30 各

15人西五反田在宅サービスセンター（西五反田3－6－6）
申さくら会西五反田☎5434－7831 土

10:00南大井在宅サービスセンター
 （南大井5－19－1☎5753－3903） 日 50人

④水中トレーニング（２時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

南大井在宅サービスセンター
 （南大井5－19－1☎5753－3903）

水 9:00
各
4人10:00

土 10:00

　4月から介護予防をはじめませんか

スポーツ



●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
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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・健康ひろばは4ページ、シニアクラブは5ページです

シルバー水泳教室
日4月22日～6月10日の火曜日　
午前11時30分～午後1時（全7回）
※5月6日㉁は除く。
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
人60歳以上で健康な方50人（抽選）
￥1,610円（保険料込）
申2月21日㈮までに、往復はがきで教室
名、住所、氏名、年齢、電話番号をスポー
ツ協会へ
※説明会は、3月4日㈫午前10時から。
※後日、過去1年以内の健康診断結果の
写しを提出。

温泉ハイキング
「青梅の史跡と河辺温泉」
青梅の史跡「塩船観音寺・藤橋城跡」を
歩き、温泉を楽しみませんか。
日3月2日㈰午前8時30分～午後3時
※新宿駅集合・現地解散。
場青梅・塩船観音寺周辺、河辺温泉（梅
の湯）
人10km程度歩ける健康な方30人（抽選）
￥2,000円、小・中学生1,000円（復路
交通費別）
主催／品川区キャンプ協会
申2月17日㈪までに、はがきかFAXに
「温泉ハイキング」とし、参加者全員の
住所・氏名・年齢・電話番号をスポーツ
協会へ

第20回マスターズ9人制バレー
ボール大会
日3月9日㈰午前9時から
場総合体育館
試合方法／ブロック別トーナメント戦
※敗者戦あり。
人男子の部＝45歳以上、女子の部＝50
歳以上
￥1チーム6,000円（保険料込）
申2月26日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（2月17日㈪を除く）
※主将会議は、3月5日㈬午後7時から総
合体育館。

志賀高原スキー教室
日3月20日㈭午後10時～23日㈰午後9時
頃（大井町駅前集合・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
人高校生以上の方40人（先着）
￥36,000円（3朝食2夕食付き）
※2人1部屋希望の場合は、1人4,000円
増し。
申3月10日㈪までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（2月17日㈪を除く）

クラブカップ女子（硬式テニス）
日3月23日㈰午前8時45分受付
※予備日は3月30日㈰。
場有明テニスの森（江東区有明2－2－22）
試合方法／ダブルス3本でのトーナメン
ト戦（6人編成）
人区内在住か在勤の方、連盟登録者30
チーム（先着）
￥1チーム12,000円
連盟登録チーム9,000円
主催／品川区テニス連盟
申3月9日㈰までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（2月17日㈪を除く）

マンション管理セミナー
日3月15日㈯午後1時30分～3時30分
場講堂（第三庁舎6階）　
内管理会社から見たマンション管理～管
理組合の良きパートナーシップを築くた
めに管理会社とのつき合い方を学ぶ
講師／久保泰男（日本高層管財代表取締役）
人分譲マンションの居住者や管理組合
役員の方、関心のある方100人（先着）
※区内在住の方優先。
申電話かはがき・FAXに「マンション管
理セミナー」とし、代表者の住所・氏名・
年齢・電話番号、マンション名、参加人
数を都市計画課住宅運営担当（〠140－
8715品川区役所☎5742－6777Fax5742
－6889）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

ぜんそく予防のための講演会「食
物アレルギーとアトピー性皮膚炎」
日3月8日㈯午後2時～4時
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
講師／今井孝成（昭和大学病院小児科医
師）
人就学前のお子さんの保護者や家族
60人（抽選）
申2月25日㈫（必着）までに、はがきか
FAXで講演会名、住所、氏名、生年月日、
電話番号、お子さんの氏名・年齢、質問（あ
る方）を健康課公害補償係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6747Fax5742
－6883）へ

60歳からのバランス料理教室「抗酸
化食材でおいしくアンチエイジング」
日3月6日㈭午前11時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内韓国風さばのみそ煮、かぼちゃがゆ、
春菊とにんじんのナムル、はい芽ごはん、
豆乳かん黒蜜かけ
人60～75歳の方30人（先着）
￥800円
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台
ふきん各1枚
運営／品川栄養士会
申2月28日㈮までに、電話で健康課健康
づくり係☎5742－6746へ

認知症サポーター養成講座
認知症を正しく理解し、サポートする方
を養成する講座です。
日3月8日㈯午後2時～3時30分
場大井第二区民集会所（大井2－27－
20）
人50人（先着）
申2月28日㈮までに、電話で大井第二在
宅介護支援センター☎5743－2943へ

消費生活教室「折り紙でおひな
様を作ってみよう」
日2月25日㈫午後1時30分～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）　
人25人（先着）　￥200円（材料費）
申前日までに、電話で消費者センター☎
5718－7181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思い出のフォークソング＆J－POPを
歌おう
日2月13日㈭・27日㈭、3月13日㈭
午後7時～8時30分（全3回）
※全5回のうち3回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥3,900円（教材費別）
②はじめてのやさしい太極拳
日2月14日～3月14日の金曜日
午後1時30分～3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）
￥6,500円
③ステンドグラス入門
日2月26日㈬、3月12日㈬・19日㈬
午後6時30分～8時30分（全3回）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥5,400円（教材費別）
④お気に入りの写真から動物・人物を描
こう～やさしい鉛筆画
日2月27日㈭、3月13日㈭
午前10時～正午（全2回）
※全5回のうち4回目からの途中入会。
人12人（先着）　
￥3,200円（教材費別）
⑤中国語初中級
日2月26日～3月19日の水曜日
午後6時45分～8時15分（全4回）
※全10回のうち7回目からの途中入会。
2月19日㈬の体験受講（500円）が必要。
人入門の勉強を終え、簡単な会話ができ
る方10人（先着）
￥8,800円（テキスト代別）
⑥CM音楽はこうやって作られる
日3月15日㈯午後3時30分～5時
人20人（先着）
￥2,000円
―――――――　共　通　―――――――
場申電話で、同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ
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講座・講演

スポーツ

※学校在籍者以外の方には後日、
健康診断などの結果票を確認させ
ていただきます。 

申2月20日㈭までに、往復はがきで教室名、コー
ス、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、泳力
（クロールで何ｍ）をスポーツ協会へ

日4～10月　※ＥＭは6月まで、YQは7月まで。
￥参加費のほか年間登録費2,000円（保険料込）
主催／品川区水泳連盟

教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 参加費 募集人数（抽選） 会場

女　　性

EM
16＊1～65歳

金

9:30～11:00

12 9,000
各10

荏原文化センター（中延1－9－15）
TR 火 11 8,250 戸越台中学校温水プール（戸越1－15－23）
L 9 6,750 日野学園温水プール（東五反田2－11－2）N1 16＊1～70歳 木 12 9,000 各20HK 16＊1～65歳 水 9 6,750 豊葉の杜学園温水プール（二葉1－3－40）
N2 50～70歳 木 11:30～13:00 12 9,000

各10

日野学園温水プール一般夜間

P1 日 17:30～18:30 各18 各13,500P2
16＊1～65歳

18:30～19:30
Q 木 19:30～21:00 19 14,250
X＊2 日 19:40～21:00 21 15,750

各20遊水歩行＊3 Ｗ1 40歳以上 月（第3除く） 9:30～11:00 各7 各5,250W2 11:30～13:00
みんなの水泳教室 TP 16＊1～70歳 第1・3・5土 9:30～11:00 9 6,750 各10 戸越台中学校温水プール高齢者＊3 TS 50～70歳 火 11:30～13:00 11 8,250
八潮健康水泳教室 YW 50歳以上 金 12 9,000 20 八潮学園温水プール（八潮5－11－2）
夜間水泳教室 YQ 16＊1～65歳 火 19:30～21:00 13 9,750 10

SQ 水 22 16,500 各20 品川学園温水プール（北品川3－9－30）
ゆうゆう健康＊3 HU 50歳以上 木 13:30～15:00 10 7,500

豊葉の杜学園温水プールアクアマスターズ HX 16＊1～65歳 水 19:30～21:00 22 16,500 5
アクアジョイ HQ 金 24 18,000 20

＊1  年齢は27年3月現在　＊2  クロール・背泳ぎ・平泳ぎ各25m以上泳げる方　＊3  水中運動含む

水泳教室水泳教室



ボランティア講座
「高次脳機能障害を知ろう！」
高次脳機能障害者と家族の会品川支部
の方の話もあります。
日3月5日㈬午後1時30分～4時
講師／川手信行（昭和大学病院リハビリ
テーション医学診療科准教授）　
人ボランティア活動中の方、ボランティ
ア活動を始めたい方20人（先着）
場申2月24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

パパズプログラム～パパといっ
しょにデイキャンプ！～
野外で火をたいてハンバーガーを作り
ます。
日3月9日㈰午前10時30分～午後2時
場しながわ区民公園デイキャンプ場（勝
島3－2－2）　※雨天の場合は東大井児
童センター（東大井1－22－16）。
持ち物／お皿・カップ（割れにくいもの）、
フォーク、スプーン、エプロン、水筒、
軍手、お手拭き

人3歳以上のお子さんと父親25組（抽選）
￥1人500円
申2月24日㈪（必着）までに、往復はが
きで講座名、住所、参加者全員の氏名（ふ
りがな）・年齢・性別・電話番号・FAX
番号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

品川清掃工場見学会
日2月22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2月20日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

荏原図書館　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3月1日㈯午前9時～午後3時

場参当日、直接荏原文化センター（中延
1－9－15）へ
※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。
問荏原図書館☎3784－2557

品川＆早川ふるさと交流
冬の野生動物観察プラン
車の中から、夜の野生動物観察「ナイト
サファリ」を体験してみませんか。
日3月1日㈯～16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

早春の文化財めぐり～西五反田
の文化財を訪ねる
日3月16日㈰午前9時30分～午後0時30分
※小雨決行。
行程／武蔵小山駅～お猿橋庚申堂～瀧泉
寺（目黒不動）～安養院～行元寺～氷川
神社～安楽寺～徳蔵寺～ JR五反田駅　
※約5km。
人100人（抽選）
￥50円（保険料）
申2月21日㈮までに、往復はがきに「文
化財めぐり」とし、参加者全員の住所・
氏名・年齢・電話番号を庶務課文化財係
（〠140－8715品川区役所☎5742－
6839）へ

第212回日曜コンサート
日2月16日㈰午後1時30分～3時
曲目／ショパン作曲「ノクターン Op．
9－2」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

催　し ★

★

東日本大震災被災地全域への義援金受付（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（1月29日現在）255,969,236円
1月29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。

①餌を与えない
・生ゴミはふた付きの容器に入れましょう。三角コーナーや台所の排水トラップ
のゴミはその日のうちに片付けましょう。
・食べ物は出したままにせず、戸棚や冷蔵庫の中にしまいましょう。
・他に食べるものがある環境では、毒餌をしかけてもなかなか食べてくれません。
②巣になる場所や巣の材料を与えない
・家の中ではなるべく荷物を積んだりせず、物陰を作らないようにしましょう。
・紙くず、ビニール袋、段ボールなど、巣の材料になりそうなものは出したま
まにせず、片付けるようにしましょう。
・常に整理整頓を心がけることが大切です。
③侵入口を塞ぐ
・1.5cmほどの隙間や穴でも侵入口となります。家の壁などに隙間や穴がない
か点検し、あれば塞ぐようにしましょう。
・ドアや窓を開けっ放しにしないようにしましょう。

家に侵入してくる
ネズミにご用心！

問生活衛生課医薬環境衛生担当
☎5742－9138

天井裏でゴソゴソ走る音がする、室内で食べ物や石けんがかじられてい
る時などは、ネズミによる被害が考えられます。この時期、ネズミは

暖かい場所を好むため、家の中に侵入してくることが増えます。ネズミ対
策で大切なことは次の3つです。

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。

に登録しませんか
HPshinagawa-smile.net/ ※区ホームページからもご覧いただけます。

品川区民
活動情報サイト しながわすまいるネット

問地域活動課協働・ふれあいサポート係☎5742－6605

「広報しながわ」子育て支援特集号の
協力者募集
広報しながわ（広報紙）の子育て支援特集号の発行にあたって、ご協力く
ださい。
内子育て支援特集号のアンケート回答、広報紙に掲載するお子さんや家族
の写真の提供
人区内在住で子育て中の方10人程度（選考）　※初めての方優先。
申2月20日㈭までに、はがきかFAXに「広報しながわ子育て」とし、住所、
氏名、年齢、性別、電話・FAX番号、Ｅメールアドレス、お子さんの年
齢・性別を広報広聴課（〠140－8715品川区役所☎5742－6644Fax5742
－6870）へ　※謝礼あり。

区広報紙に広告を掲載してみませんか
第1期分（4～7月）募集
「広報しながわ」の毎月21日号に掲載する広告を募集します。
広告掲載号／4～7月の21日号　発行部数／14万部
申2月25日㈫までに、広報広聴課で配布する申込書と原稿の見本を同課（〠140－
8715品川区役所本庁舎5階☎5742－6644Fax5742－6870）へ郵送かFAX、持参

広告の大きさ 掲載料（1回）

※版下は広告主作成。
入稿はデ－タ（MAC）
でお願いします。

1号 縦4.4cm横23.4cm 14万円
2号 縦4.4cm横15.5cm 9万円
3号 縦4.4cm横11.6cm 7万円
4号 縦4.4cm横 7.7cm 4万5千円
5号 縦9.0cm横11.6cm 14万円

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）
窓口販売：スクエア荏原・きゅりあん・メイプルセン
ター・Ｏ美術館

電話予約：チケットセンターキュリア
インターネット予約： HPwww.shinagawa-culture.
or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。
※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。託児は
ありません。

スクエア荏原寄席　若手花形演芸会若手花形演芸会～～春春～～

21人抜きで真打昇進をはたした春風亭一之輔、
武蔵小山出身で実力派の桂宮治、紙切り界の
ホープ林家二楽。江戸前の粋な芸をお楽しみく
ださい。

好評発売中！

問チケットセンターCURIA（キュリア）☎5479－4140



● いま、品川区では。
● ごみ・資源の分け方と出し方

次号予告　2月21日号
平成26年（2014）

2/11
1903号

広　報

古紙配合率70％再生紙を使用しています

品川区

品川区は、サービス精神、
チャレンジ精神、新感覚
でイメージアップ運動を
進めています。

1月13日㈷、きゅりあんで成人式記念式典を開催。今年の
新成人は2,470人で、およそ1,400人が参加。キャッチコ
ピーは「今、大人になる時が来た～感謝の100倍返し～」で、
新成人の実行委員9人が企画したイベントを、久しぶりに
会った友人が集まり一緒に楽しんでいました。

11月30日㈯、戸越公園周辺で児童センター・スポーツＧ
ＯＭＩ拾い大会が行われました。スポーツＧＯＭＩ拾いは、
制限時間内にどれだけのごみを集められるかを競うスポー
ツで、今回は小学5年生～高校生5人が一組になって、22チー
ム95人の選手が参加しました。

成人式記念式典成人式記念式典

12月13日㈮、スクエア荏原で「品川シルバー大学20周年
記念式典・講演会」を開催。シルバー大学は、区内に住む
60歳以上の高齢者が楽しく学ぶ場として定着してきており、
修了生は延べ20,000人を超えています。修了生は生涯学習
を継続する他、地域社会で様々な活動に参加しています。

品川シルバー大学品川シルバー大学
20周年 20周年 

12月8日㈰、きゅりあんで「品川区障害者週間・記念のつど
い－ともに生きる住みよいまちをめざして－」を開催。今
年度は、障害を乗り越えて社会で活躍している、山崎一夫
さん、宮澤幸子さん、笹原稔さんの3人が表彰され、濱野区
長から表彰状と記念品が手渡されました。

障害者週間・記念の障害者週間・記念の
つどいつどい

12月17日㈫、第一ホテル東京シーフォートで国道15号線（第
一京浜）徒歩帰宅者支援対策協議会が設立総会を開催。同
協議会は、国道15号線沿いにある、地域の町会・商店街の
代表者、事業所や学校、区・警察・消防など、約50の団体
が主体となり、支援対策に取り組みます。

徒歩帰宅者支援対策徒歩帰宅者支援対策
協議会が発足協議会が発足

12月8日㈰、区内一斉防災訓練が各所で行われ、区民、関
連団体、区職員などあわせて約2,700人が参加。この訓練は、
複数の場所で避難所の運営が必要となる災害を想定し、「避
難所運営訓練の部」、「災害対策本部運営訓練の部」、「応急
対策訓練の部」の3部による訓練が同時に行われました。

区内一斉防災訓練を区内一斉防災訓練を
実施実施

祝！　都立小山台高校甲子園出場決定！！祝！　都立小山台高校甲子園出場決定！！

児童センター・スポーツ児童センター・スポーツ
ＧＯＭＩ拾い大会ＧＯＭＩ拾い大会

ASEANの視察受け入れ

12月4日㈬、ASEAN日本社会保障ハイレベ
ル会合のメンバーが、区の高齢者施策など
を視察するため、中小企業センターを訪問。
中小企業センター内の介護福祉専門学校や
就業センターなどを見学しました。

大規模災害に備えた区との連携

12月11日㈬、清泉女子大学で品川消防署
と区がそれぞれ、清泉女子大学と大規模
災害を想定した協力協定を締結。互いに
連携して災害対応を進め、協力関係を築
いていくことなどが確認されました。

青少年委員制度60周年記念式典

11月30日㈯、スクエア荏原で青少年委員
制度60周年記念式典が行われました。同
委員は、青少年団体の育成や指導者に対
する援助を行うため、青少年や関係団体
相互の連絡や環境づくりをしています。 

大井町駅前で納税キャンペーン

12月11日㈬、大井町駅前で区と品川都税
事務所合同による「滞納STOP」納税キャ
ンペーンを行い、ＰＲグッズを配布しまし
た。区と都では日頃から住民税の啓発活
動を行っています。

しながわ
写真
ニュース

　1月24日㈮、小山台高等学校が、第86回選抜高等学校
野球大会（3月21日開幕）に21世紀枠で出場することが
決定。区内にある高校の甲子園出場は春・夏を通じて初
で、都立高校としても初めての選抜大会出場となる快挙。
　午後3時過ぎ、電話で出場決定を伝えられた山崎茂校
長がグラウンドで待つ野球班に「おめでとう」と伝える
と、選手たちは喜びを爆発。福嶋正信監督は「都立高
校は甲子園で1勝もできていないので、目標は甲子園1
勝。練習ではなく日々の生活から精一杯成し遂げること
が、甲子園1勝につながる」と早くも気持ちを切り替え
ていました。
　エースで主将の伊藤優輔選手も「出場することでなく、
甲子園で勝つことを目標にやってきた。支えてくださっ
ている方への感謝を忘れず、練習に励んでいきたい」と、
この日もすぐに練習に取り組んでいました。


