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平日、区役所に来庁するのがむずかしい
方のため、日曜日に区役所で戸籍・住民
票などの届け出の受け付けや証明書発行
などを行っています。
問☎3777－1111（代表）

●本庁舎3階正面・議会棟3階・第二庁舎3階出入り口
よりお入りください。

●祝日と重なる日も開庁します。
●年末年始の日曜日は閉庁します。

日曜日午前8時30分～午後5時

区役所本庁舎3階フロア

●取り扱うことのできる業務は限ら
れています。
●他区市町村などへの確認が必要な
ものは、すぐに取り扱いできない場
合があります。

●手続きの際には、運転免許証、パスポート、住民
基本台帳カードなど本人確認ができるものをお持ち
ください。
●戸籍の届書は、窓口開設時間帯以外でも2階「夜
間休日受付」（年中無休24時間）でお預かりします。

品川区総合庁舎

京
浜
東
北
線

至
品
川

大
井
町
駅しなかんPLAZA

社会福祉協議会

しながわ
中央公園

中小企業センター

イトーヨーカドー

下神明駅

大井町線

品川区総合庁舎
広町２－１－36

議会棟
3階出入り口

第二庁舎3階
出入り口

日
曜
開
庁
窓
口

本庁舎
3階出入り口

業務内容 担当課
出生・死亡・婚姻・離婚・転籍などの届書の受領＊1、埋火葬許可証の交付など 戸籍住民課戸籍届出係
戸籍・除籍全部（個人）事項証明書、改製原戸籍謄（抄）本、戸籍の附票・身
分証明書の交付など 戸籍住民課戸籍証明係

転入・転出などの異動届、印鑑登録申請、住基カードの交付申請、住民票の写
し･住民票記載事項証明書･印鑑登録証明書の交付＊2、特別永住者証明書の交付
を伴う届け出・申請など

戸籍住民課住民票係

国民健康保険資格取得・喪失・変更申請、国民健康保険証の交付＊3 国保医療年金課資格係
国民健康保険料の納付・口座振替の手続き 国保医療年金課収納係
後期高齢者医療保険料の納付・口座振替の手続き 国保医療年金課高齢者医療係
介護保険料の納付・口座振替の手続き 高齢者福祉課介護保険料係
妊娠中の転入に伴う妊婦健康診査受診票の交換などの手続き＊4 健康課保健衛生係
児童手当・子ども医療費助成の申請 青少年育成課手当・医療助成係
就学指定通知書の交付（転入・転居時の通学区域指定校のみ） 学務課学事係
特別区民税・都民税の納課税証明書の交付＊5、軽自動車税の納税証明書の交付 税務課税務係
特別区民税・都民税の納付・口座振替の手続き、軽自動車税の納付 税務課収納管理係
＊1	 原則として受理証明書などの即日発行、変更後の氏名での転出入届などの手続きはできません。
＊2	 広域交付住民票の交付、電子証明書の申請、住民基本台帳カードの交付は取り扱いできません。
＊3	 	保険証は原則として郵送交付ですが、希望により、本人確認のうえで交付します。保険証の記載内容変更の

場合は、保険証をご持参ください。
＊4	 母子健康手帳をご持参ください。
＊5	 特別区民税・都民税の申告が無い場合は交付できません。

出生・死亡・婚姻・離婚などの届書の受領
埋火葬許可証の交付
緊急を要するものの処理と連絡

●戸籍・住民票の届け出、証明書の発行　●国民健康保険・後期高齢者医
療・国民年金の届け出、国民健康保険料の納付　●介護保険料の納付
●特別区民税・都民税の納税・課税・非課税証明書の発行　●特別区民税・
都民税・軽自動車税の納付や納付相談　など

夜間休日受付火曜日は夜間延長窓口を行っています
月～金曜日・開庁している日曜日は午前0時～8時30分、午後5時～午前0時
土曜日・開庁していない日曜日・祝日は終日火曜日午後5時～7時

夜間休日受付（第二庁舎2階　宿直警備室）
☎3777−1111（代表）

区役所が通常業務を行っていない夜間や休日であっても、次の業務を取り扱っています。

※祝日と年末年始を除きます。

※他区市町村に照会が必要なものについてはすぐにお取り扱いできない場合があります。
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平成20年1月からの
利用者数は

まもなく15万人を
むかえます。

日曜開庁をご利用ください
～区役所の一部は日曜日も開庁しています～
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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

平成26年
（2014）
4/1情報館 情報館は2・3、6・7ページです

日毎週木曜日　人65歳以上の方
￥プログラム（健康体操かカラオケ）に参加した方は入浴無料
場 参「しながわ出会いの湯カード」を持って区内公衆浴場へ
※初めての方は健康保険証など年齢と住所が確認できるものを
お持ちください。浴場でカードを発行します。
問健康課☎5742−6746

しながわ出会いの湯毎週木曜日は

二人で子育て（両親学級）

日4月22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

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①4月15日㈫午後3時～4時
②4月16日㈬午後2時15分～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親各10人
（先着）
場 申電話で①は大井保健センター☎
3772−2666②は荏原保健センター☎
3788−7016へ

思春期家族教室

日4月14日㈪午後2時～4時
人不登校・ひきこもりなどのお子さんを
持つ家族
場申電話で品川保健センター☎3474−
2904へ

むし歯撃退教室

日4月25日㈮午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防、効果的な歯
磨き（実技）、嫌がる場合の克服法
人歯が8本生えた12カ月前後のお子さん
と保護者20組（先着）
場申4月3日㈭から、電話で荏原保健セン
ター☎3788−7015へ

難病の方のためのリハビリ教室

日4月17日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリ、交流会
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

難病の方と家族のためのリハビリ教室

日4月28日㈪午後1時30分～3時30分
内声楽家による音楽療法
人難病の方と家族30人（先着）
※教室終了後、情報交換などの交流会を
行います。
場申電話で品川保健センター☎3474−
2904へ

Ｂ型肝炎予防接種費用の一部助成を
始めます

4月1日㈫から、0歳の間にＢ型肝炎ワクチ
ンを区内契約医療機関で接種する場合、
費用の一部を助成します。生後2カ月のお
子さんに案内を送付します。詳しくは区
ホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。
助成額／1回3,000円（最大3回）
問保健予防課☎5742−9152

お子さんの健康を守るために
予防接種を受けましょう

●定期予防接種
接種時に案内と接種票を送付します。

種類 通知の時期 接種できる期間
四種混合
（ジフテリア・
百日せき・破
傷風・ポリオ）

2カ月
3カ月～
7歳6カ月未満
（3回接種）

1歳 7歳6カ月未満
Hib（ヒブ）
	 ＊1

2カ月 2カ月～5歳未満
（1～4回接種）1歳

小児用
肺炎球菌	＊1

2カ月 2カ月～5歳未満
（1～4回接種）1歳

DT（ジフテリ
ア・破傷風） 11歳 13歳未満

MR（麻しん・
風しん混合）

1歳 2歳未満
小学校就学の
前年度の4月

4月1日～
翌年3月31日

日本脳炎	＊2
3歳 7歳6カ月未満

（2回接種）
4歳 7歳6カ月未満
（9歳） 13歳未満

BCG 5カ月 1歳未満

子宮頸
けい

がん
（ヒトパピロー
マウイルス）	

★
中学1年生から
高校1学年時の
3月31日まで
（3回接種）

＊1　接種開始月齢によって接種回数が変わります。
＊2　平成7年4月2日～19年4月1日生まれのお子
さんは特例で20歳誕生日前日まで公費で接種が
できます。現在接種票は9歳時には送付しておら
ず、厚生労働省の通知に基づき順次送付してい
ます。
※区外で接種する方は、事前に申請すると実費
をお返しできる場合があります。
※ポリオ・DPT（ジフテリア・百日せき・破傷風）
接種が終了していない方は、7歳6カ月まで公費
で接種ができます。母子健康手帳をお持ちのう
えご相談ください。

●任意予防接種
接種費用の一部を助成します。

種類 対象 助成

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ） 1～3歳の

お子さん 1回3,000円
水痘
（水ぼうそう）

子宮頸
けい

がん
（ヒトパピローマウ
イルス）

20歳の女性
★

1回8,000円
（3回まで）

※品川区の契約医療機関で、助成額を差し引い
た料金をお支払いください。
※助成は、区内契約医療機関で接種する場合に
限ります。

★子宮頸がんワクチンは、現在、積極的な勧奨
をしていないため、接種票の送付を差し控えてい
ます。接種を希望する方はお問い合わせください。

問保健予防課（本庁舎7階☎5742−9152）

風しん抗体検査

妊娠初期に母親が風しんにかかると、赤
ちゃんに深刻な障害が現れる場合があり
ます。希望者には区の契約医療機関で風
しんの抗体検査を行い、抗体価が低い場
合は予防接種を行います。
人区内在住で妊娠を希望する女性など
で、風しんにかかったことが無く、風しん
の予防接種をしたことが無い19歳以上の
方
※平成2年以降生まれの方は、MR3期・4
期を接種しているか確認してください。
問保健予防課☎5742−9152

BCGの予防接種

BCGが集団接種から契約医療機関での
個別接種に変わりました。生後5カ月のお
子さんへ、接種票を送付します。
問保健予防課☎5742−9152

食に関する相談

子育て中の食の悩みから高齢者の食生活
まで栄養士がアドバイスをします。

日時 会場
4/9㈬
13:00～16:00

武蔵小山商店街パルム会館
（小山3−23−5）

4/21㈪
12:00～15:00 啓発展示室（第二庁舎3階）

※塩分の測定を希望する方は汁物（みそ汁など）
をご持参ください。
申当日、直接会場へ
運営／品川栄養士会
問健康課健康づくり係☎5742−6746

  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）

4月6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）

4月6日㈰

　　　京浜中央クリニック	 南大井	1	−	1	−17	 ☎3763−6706
　　　パークタウン歯科	 八　潮	5	−	2	−	2	 ☎3799−6888
　　　松本歯科医院	 中　延	5	−	5	−	3	 ☎3781−1148
　　　山根接骨院	 西品川	1	−23−15	 ☎3779−9137
　　　小山接骨院	 戸　越	5	−10−	7	 ☎3782−7568

  土曜日夜間／午後5時〜午後10時（受付は午後9時30分まで）

4月5日㈯
　　　品川区医師会休日診療所	 北品川	3	−	7	−25	 ☎3450−7650
　　　品川薬剤師会薬局	 北品川	3	−11−16	 ☎3471−2383

小

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！

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

内

内

内

内
小

小

小

小
薬

薬

薬

※重病の方は119番をご利用ください。
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骨

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

●東京都保健医療情報センター（ひまわり）	 ☎5272−0303
●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
☎＃7119　　　　　　　IP電話などは ☎3212−2323

医療機関の24時間案内

●品川消防署　☎3474−0119
●大井消防署　☎3765−0119
●荏原消防署　☎3786−0119

●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

お子さんの急な病気に困ったら

曜日 診療機関 所在地 電話番号
日・月・水・土曜・

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・土曜・
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

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

眼科救急の
応急診療

※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。

ろば康ひ健

対象／同一年度内に国保基本健診
と後期高齢者医療健康診査を受診
していない、40歳以上の品川区
国民健康保険か後期高齢者医療制
度加入者で、保険料を滞納してい
ない方
助成内容／4月1日㈫以降に受診
した人間ドックにかかる経費（上
限8,000円）
○6月2日㈪から申請の受け付け
を開始します。身長・体重・腹囲・
血圧・血液検査・尿検査・医師の
所見か総合所見の記載のある受診
結果を提出していただきます。
※申請に必要な書類など、詳しく
はお問い合わせください。
問国保医療年金課保険事業係
（本庁舎4階☎5742−6675）

品川区国民健康保険・後期
高齢者医療制度加入の方へ

人間ドック受診助成事業を
開始します
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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

4月の区議会
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
15日㈫午後1時
行財政改革特別委員会／16日㈬午後1時
震災対策特別委員会／17日㈭午後1時
※日時は変更する場合もありますので、
傍聴の場合はあらかじめお問い合わせく
ださい。なお、傍聴者数には限りがあり
ます。傍聴券は、開会の1時間前から配付
します。
問区議会事務局☎5742−6809

食品衛生監視指導計画を公表します
26年度の品川区食品衛生監視指導計画
を、皆さんからのご意見も参考に作成し
ました。
問・閲覧場所／生活衛生課食品衛生担当
（本庁舎7階☎5742−9139）
※区ホームページでもご覧になれます。

新しい発達障害者支援施設と知的障害
者グループホームがオープンしました
◆発達障害者支援施設「ぷらーす」
思春期から成人期までを対象とし、発達
特性に合った就労支援や相談を行います。
人主として発達障害者支援法に規定する
発達障害の方や、その特性のある方
◆グループホーム「上大崎つばさの家」
介助が必要となった場合にも対応可能な
グループホームです。
人知的障害がある女性の方5人
───────共　　通───────
所在地／上大崎1−20−12
運営事業者／げんき☎5793−7095
※利用方法など詳しくはお問い合わせく
ださい。
問障害者福祉課福祉改革担当
☎5742−6389

26年度特別区職員採用試験（Ⅰ類）
●事務・技術（土木造園・建築・機械・電気）
人22～27歳の方
●福祉・衛生監視
人22～29歳で必要な資格のある方
※衛生監視（化学）は資格不要。
●保健師
人22～39歳で保健師免許のある方
───────共　　通───────
※年齢は27年3月31日現在。
※22歳未満で、学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く）を卒業した方（27年3
月卒業見込みも可）、同等の資格があると
特別区人事委員会が認める方。
第1次試験日／5月4日㈷
申込書配布場所／特別区人事委員会事務
局、品川区人事課（本庁舎5階）、地域セ
ンター、サービスコーナー
申4月8日㈫（消印有効）までに、申込書を
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）へ郵送
※ HP www.tokyo23city.or.jp/saiyou-
siken.htmからも申し込めます（4月10日
㈭まで）。
●Ⅰ類採用試験「土木・建築新方式」を
9月に実施します
第1次試験では教養試験・論文を課さず、
知的能力検査・専門試験を行います。な
お、現行の「一般方式」技術（土木造園・
建築）との併願はできません。
※詳しくは、HP www.tokyo23city.or.jp/
saiyou-siken.htmをご覧ください。
問特別区人事委員会事務局任用課採用係
☎5210−9787
人事課人事係☎5742−6628

女性相談員による面接相談
一人で悩まず、ご相談ください。男性の
方の相談もできます。
●法律相談
日5月7日㈬・13日㈫午後1時～3時30分、
26日㈪午後5時30分～8時

●カウンセリング相談
日5月22日㈭午後1時～4時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日5月2日㈮・16日㈮・23日㈮・30日㈮
午後1時～4時、9日㈮午後5時30分～8時
30分
───────共　　通───────
場申相談日の1カ月前から、電話で男女共
同参画センター（東大井5−18−1☎5479−
4104）へ
○カウンセリング電話相談
日5月1日㈭・8日㈭・15日㈭
午前10時～午後3時30分受付
相談電話／5479−4105

飼い主のいない猫（地域猫）の不妊・
去勢手術費の一部を助成します
対象／区内に生息している生後6カ月以
上の飼い主のいない猫（地域猫）について、
品川区に住民登録をしている方が申請
助成（先着）／去勢（オス）1頭4,000円＝
150頭、不妊（メス）1頭8,000円＝300頭
※1人10頭まで。
申区内の動物病院で、4月以降に手術実
施後30日以内に、生活衛生課で配布する
申請用紙と手術完了証明書を同課庶務係
（〠140−8715品川区役所本庁舎7階☎
5742−9132）へ郵送か持参
※外飼いしている猫や、現在野良猫でも
その猫を飼う予定がある場合は、飼い猫。

障害者通所施設南品川むつみ園
が開設されました
日月～金曜日午前9時～午後5時
所在地／南品川5−16−25
事業内容／生活介護（送迎・給食サービス、
余暇・生産・外出活動、季節行事他）
人主に知的障害のある方20人
※利用方法など詳しくはお問い合わせく
ださい。
問福栄会☎5479−2981
障害者福祉課☎5742−6711

生涯学習ボランティア保険
加入団体募集
保険料は区が負担します。
対象／次の全てにあてはまる子ども会な
どの活動団体
①青少年の健全育成が目的
②社会教育関係団体（少年少女団体）
③年間を通じて計画的・継続的に活動
保険期間／5月1日㈭～27年4月30日㈭
保険内容／傷害保険＝育成者が活動中
に、突発的な事故でけがや死亡したとき
損害賠償責任保険＝育成者が活動中に参
加者やその他の人や物に損害を与え、損
害賠償責任を負ったとき
申4月7日㈪～25日㈮に、育成者全員の住
所・氏名・年齢・電話番号と前年の活動
実績、社会教育関係団体登録証を文化ス
ポーツ振興課文化振興係へ持参

介護職員初任者研修受講費用を
助成します
人4月1日～27年3月31日に介護職員初任
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／4万円（実費、テキスト代除く）
を上限に介護事業者を通じて助成
※雇用されない場合、助成が受けられな
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

83（ハチサン）運動にご協力を
4月は、新1年生を迎える時期です。買い
物や散歩、花の水やりなどの際に、子ど
もたちの様子を気に掛け、日常生活の中
で子どもたちを見守る「83運動」に、引
き続きご理解とご協力をお願いします。
問庶務課庶務係☎5742−6823

お知らせ

相談内容 曜日 時間 場所
区 民 相 談

㈪～㈮ 		9:00～17:00

区
民
相
談
室

☎3777−2000
※受付は午後4時
30分まで

犯 罪 被 害
者 等 相 談

法 律 相 談
第1㈫ 18:00～20:30

相談日1週間前の
午前9時から
☎3777−1111㈹
へ予約（先着）

㈬
第2・4㈪

13:00～16:00

税 金 相 談 第2・4㈫
不動産取引相談 第2・4㈮
司 法 書 士 相 談 第2㈭
行 政 書 士 相 談 第1～4㈮
社会保険労務士相談 第1㈮
人権身の上相談 第1・3㈫

国 の 行 政 相 談 第1・3㈭ ☎3777−2000
※受付は午後3時まで

外国人生活相談 英　語／㈫
中国語／㈭ 		9:00～17:00

☎5742−6842
※受付は午後4時
30分まで

消 費 生 活 相 談
㈪～㈮ 		9:00～16:00

消費者センター
☎5718−7182第4㈫電話相談 16:00～19:00

㈯電話相談 12:30～16:00
分 譲 マ ン シ ョ ン
管 理 相 談 第2・4㈬ 13:00～16:00 都市計画課☎5742−6777へ予約

相談内容 曜日 時間 場所

交通事故相談 ㈪～㈮ 	 9:00～16:00 品川交通事故相談所☎5742−2061

内 職 相 談 ㈪～㈮ 	 9:00～17:00

中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

就業センター
☎5498−6353職 業

相 談・ 紹 介 ㈪～㈮ 	 9:00～17:00

企業法務相談 第1・3
㈭ 10:00～12:00

ものづくり・経営
支援課
☎5498−6333へ予約

特 許 相 談 第2・4
㈮ 10:00～12:00

国際ビジネス
相 談

第1～4
㈬ 	 9:00～17:00

経 営 相 談 ㈪～㈮ 	 9:00～16:00 ものづくり・経営支援課
☎5498−6334

ビ ジ ネ ス
よ ろ ず 相 談

第1・3
㈮ 16:00～19:00 ビジネス支援図書館（大崎図書館2階）

ものづくり・経営支援課
☎5498−6333へ予約

第2・4
㈫ 10:00～13:00

起 業 者・事 業
者向け社会保
険労務士相談

第3㈬ 18:00～21:00
武蔵小山創業支援センター
ものづくり・経営支援課
☎5498−6352へ予約起 業 者・事 業

者向け行政書士
による法務相談

最終㈭ 14:00～17:00

相談内容 曜日 時間 場所
住 宅 相 談

（リフォー ム、
 建 て 替 え ）

第3㈬ 10:00～15:00
本庁舎3階ロビー
問都市計画課
☎5742−6777

家 庭 相 談
㈫ 13:00～17:00 子育て支援課

☎5742−6589へ予約㈭・㈮ 	 9:00～13:00
ひとり親家庭相談 ㈪～㈮

	 8:30～17:00 子育て支援課☎5742−6589ひとり親就労相談 ㈫・㈬・㈮

児 童 相 談

㈪～㈮ 	 8:30～17:00 子育て支援課☎5742−6959

㈪～㈯ 	 9:00～18:00 子育て支援センター
☎5749−1032

㈪～㈮ 	 9:00～17:00 東京都品川児童相談所☎3474−5442
カウンセリング
相 談（ 電 話 ）

第1～3
㈭ 10:00～15:30 男女共同参画センター☎5479−4105

Ｄ Ｖ 相 談
第2を
除く㈮ 13:00～16:00 相談日の1カ月前から

男女共同参画センター
☎5479−4104へ予約第2㈮ 17:30～20:30

教 育 相 談 ㈪～㈯ 10:00～17:00 教育相談センター☎3490−2000

手話による相談
㈬ 13:00～16:00 障害者福祉課

Fax3775−2000㈮ 	 9:00～12:00

相談案内 ※祝日を除きます

保険料は、医療給付費の支出額や後期高齢者医療への支援金、介護納付
費の第2号被保険者負担額などにより、均等割額と所得割額の保険料率を
決定しています。保険料納入通知書は6月に送りますので、4月と5月の納
付はありません。

医療給付費分
（全ての加入者)

後期高齢者支援金分
（全ての加入者)

介護納付金分
（40～64歳の加入者）

均等割 加入者1人年額32,400円 加入者1人年額10,800円 加入者1人年額15,300円
所得割 賦課基準額＊×０.0630 賦課基準額＊×０.0217 賦課基準額＊×０.0159
最高限度額 51万円 16万円 14万円
＊賦課基準額＝総所得金額等−33万円（基礎控除額）問国保医療年金課資格係☎5742－6676

●国民健康保険の保険料

年間保険料 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分＝ ＋ ＋
26年度の国民健康保険料率が決まりました
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再生園芸土を無料で配布します
1 東品川海上公園 2 西大井広場公園 4 しながわ区民公園の各会場に
て、拠点回収し、再生処理した園芸土を無料で配布します。袋をご持参
ください。各日の配布予定量がなくなり次第終了となります。
問品川区清掃事務所☎3490－7098

ご寄付を
ありがとう
ございました
（敬称略・順不同）

岩城英規＝100,000円、ユ
ニオンビルヂング＝100,000
円、NIPPO＝童話の花束
125冊、コトブキホームセン
ター＝69,490円、持田製薬
＝20,000,000円　他
〔地域振興基金〕
43,595円（1・2月分）
オオゼ キ 戸 越 銀 座 店＝
10,460円、オオゼキ旗の台
店＝17,856円、オオゼキ戸
越公園店＝5,279円、中尾誠
利＝10,000円

しながわお休み石
設置協力者

区では、歩く途中でちょっと一休みできる
「しながわお休み石」を設置しています。お
休み石には、設置協力者の名前や記念のメッ
セージを刻んだ記念プレートを取り付け、
皆さんの善意を目に見える形で残すことが
できます。
協力金／一口50,000円
設置場所／品川区内
※設置場所は指定できません。
申電話で、都市計画課計画調整担当☎5742
－6760へ

募集

講演と映画のつどい憲法週間記念

みんな地球に生きるひと
〜日本の国際化と子供の未来〜
講師／アグネス・チャン
（教育学博士[Ph.D]）

出演／役所広司
樹木希林　他

※手話通訳・要約筆記付き。

©2012「わが母の記」製作委員会

憲法週間にちなみ、平和の尊さや基本的人権の大切さに
ついて考えてみませんか。

※字幕付き。

場きゅりあん（大井町駅前）
人1,100人（抽選）
申4月15日㈫（消印有効）ま
でに、往復はがき（1枚2人
まで）に「つどい」とし、代
表者の住所・氏名（ふりがな）・
電話番号、参加者の氏名（ふ
りがな）を人権啓発課（〠
140－0013南大井3－7－10
☎3763－5391）へ
※抽選結果は4月下旬発送予
定。

5月14日㈬
午後1時開演

（午後0時30分開場）

講　演

映　画

4月5日㈯・6日㈰

4月19日㈯・20日㈰ 4月26日㈯・27日㈰

午前10時～午後4時

午前10時～午後4時

午前9時～午後4時

午前9時～午後4時

内チュ－リップ祭り、
押し花、ステンシル�他
場 問東品川海上公園
東品川3－9
☎3471－3696

内抽選会、親子記念写
真撮影会他
場 問戸越公園
豊町2－1
☎3782－8819

場西大井広場公園
（西大井駅前）
内ふれあい動物園　他
問しながわ区民公園
☎3762－0655

内フラワーアレンジメ
ント教室　他
場 問しながわ区民公園
勝島3－2
☎3762－0655

東品川海上
公園

戸越公園

西大井広場
公園

しながわ
区民公園

みどりと花の
フェスティバル

　各会場にて、春の花々や苗などの販売、特色
のあるイベントを開催します。
　当日、直接会場へお越しください。詳しい内
容は各会場へお問い合わせください。

クラシック音楽界の第一線で活躍する区内在住の
トップアーティストによる、トークを交えたコンサー
トです。
日7月5日㈯午後2時開演（午後1時30分開場）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
出演／田中麻紀（ピアノ）、重松希巳江（クラリネッ
ト）、勝俣泰・小鮒信次（ホルン）
曲目／ファンタジー（F・シュトラウス）、ホルン協奏
曲第1番（モーツァルト）他
￥3,000円（全席指定）

＜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（初日のみ午前9時から）・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－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。　※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

Super Classic in Shinagawa
スーパー･クラシック･イン･シナガワ

発売開始
4月11日㈮

区民税や国民健康保険料・後期高齢者
医療保険料、介護保険料の支払い・相
談などのため特別窓口を開設します。
日4月20日㈰午前8時30分～午後5時
場問税務課
（本庁舎4階☎5742－6671）
国保医療年金課
（本庁舎4階☎5742－6679）
高齢者福祉課
（本庁舎3階☎5742－6681）

特別窓口を開設します

フラワーアレンジメント教室
日4月26日㈯・27日㈰午後1時30分～2時30分
講師／山口昌哉（プランツモジュール社長）
人区内在住か在勤の方各26人（抽選）
場 申4月16日㈬（必着）までに、往復はがき（1枚2人まで）
で教室名、希望日、参加者全員の住所・氏名・電話番号をしな
がわ区民公園管理事務所（〠140－0012勝島3－2－2☎
3762－0655）へ

1

3 4

4月12日㈯・13日㈰2
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第64回品川区民スポーツ大会 申各申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会（東五反田2−11−2
☎3449−4400）へ（4月21日㈪を除く）　※年齢は大会当日現在。

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

剣道 4/27㈰ 総合体育館
（東五反田2−11−2） 4/19㈯ 500円

小中高生　300円
〇小学1・2年　〇小学3・4年　〇小学5・6年　〇中学1年男子　〇中学2年男子　〇中学3年男子　〇中学女子
〇男子初段以下　〇男子2段　〇男子3段　〇女子3段以下　〇高段者（4段以上）

グラウンド・
ゴルフ 5/5㈷ 天王洲公園

（東品川2ー6） 4/23㈬ 500円 〇一般の部（16歳以上）
※個人対抗戦　4ラウンド32ホールプレイで男女別優勝あり

水泳 5/6㉁ 日野学園温水プール
（東五反田2ー11ー2） 4/16㈬ 500円

小中高生　300円

〇小学1・2年男子・女子（自由形25・平泳ぎ25・背泳ぎ25・バタフライ25）
〇小学3・4年男子・女子、小学5・6年男子・女子（自由形50・平泳ぎ50・背泳ぎ50・バタフライ50）
〇中学男子・女子、高校男子・女子（自由形100・平泳ぎ100・背泳ぎ100・バタフライ100・リレー200）
〇壮年男子（35歳以上）、一般男子・女子（自由形50・平泳ぎ100・背泳ぎ50・バタフライ50）
※リレーを除き1人2種目まで参加可

ダンス
スポーツ 5/18㈰ 総合体育館 4/13㈰ 1ペア　 　800円 〇ダンススポーツ　〇ベーシック　〇ニュースター　〇ビギナーズ戦

※全てスタンダード（ワルツ・タンゴ複合）とラテン（チャチャチャ・ルンバ複合）　※Ａリーグ登録者は除く

陸上競技 6/1㈰ 大井ふ頭中央海浜公園
（八潮4−1） 4/20㈰ 500円

小中高生　300円

〇小学3・4年男子・女子（80）　〇小学5・6年男子・女子（100、800）　〇小学生男子・女子（走り幅跳び）
〇中学男子（100、200、1,500、3,000、400リレー、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）
〇中学女子（100、200、800、1,500、400リレー、走り幅跳び、走り高跳び）
〇一般男子〔高校生含〕（100、200、400、1,500、5,000、走り幅跳び、砲丸投げ）
〇一般女子〔高校生含〕（100、200、1,500、走り幅跳び）　〇壮年男子〔40歳以上〕（60、5,000）
〇壮年男子〔50歳以上〕（3,000）　〇壮年男子〔60歳以上〕（3,000）　※リレーを除き1人2種目まで参加可

（単位:m）
春季

申込締切日／毎月25日
配達／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
の処分希望の有無と本数を防災課（〠140−8715品川区役所☎
5742−6695Fax3777−1181）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1,100
円（消火器リサイクルシール貼付のも
のは600円）で引き取ります。

※耐用年数（おおむね10年）・標準使用期限を経過したもの
は詰め替えできません。
※消費税の税率変更のため4月1日㈫よりあっせん価格、消火
器引き取り価格を変更しています。

種類 薬剤重量 あっせん価格

購入 粉末消火器5型
（国家検定品） 1.5㎏ 4,600円

詰め
替え

粉末薬剤 1〜3.5㎏ 3,300〜6,200円
強化液薬剤 3〜4ℓ 5,400〜6,200円
中性強化液薬剤 2ℓ 6,200円

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。家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん

＊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
（4,600円）で購入するには、印鑑（スタンプ印不可）が必要です。

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

姉妹都市提携30周年を記念して、4月に同市から公式・親善訪問団が区を訪れます。また、7
月には区内在住の青少年を同市に派遣します。
公式・親善訪問団受け入れ
23人の訪問団が区内施設見学や一般家庭訪問などを行
います。
日4月20日㈰～27日㈰

青少年ホームステイ派遣生を募集します
日7月23日㈬～8月5日㈫（14日間）
人区内在住の中学2年生～高校生10人（選考）
￥176,000円
選考／第1次（作文）＝5月25日㈰
第2次（面接）＝6月8日㈰
申5月23日㈮までに、品川区国際友好協会で配布する申込用紙を同協会へ持参
※受付は月～金曜日午前9時～午後5時。4月15日㈫以降の火～木曜日は午後7時まで。

　区は、アメリカ合衆国メイン州ポートランド市と姉妹都市提携を、ニュージーランド国オークランド市・スイス連邦ジュネーヴ市
と友好都市協定を結び、青少年のホームステイ相互派遣などを行っています。
　また、英会話・日本語教室をはじめ、料理教室や生け花教室など、外国人との交流を深める様々なイベントを開催しています。

問品川区国際友好協会（第三庁舎4階☎5742－6517）
　地域活動課国際担当☎5742－6691

指定業者が
ご自宅へ

お届けします！

悪質業者に注意！

配達時には、区指定業者が購入者本人
の申込はがき・FAX・電話申込受付
票に防災課の収受印を押印したものを
必ず持参します。区・消防署では訪問
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。

国 際 交 流 事 業 に 参 加 し ま せ ん か

イベントなどの募集は、本紙や国際友好協会ホームページ HPwww.sifa.or.jp/などでお知らせします。

区とポートランド市は姉妹都市提携30周年をむかえます
●ポートランド市との交流
アメリカ合衆国メイン州最大の都市である
ポートランド市とは、日本考古学の発祥の地
といわれる大森貝塚の発見者、エドワード・
Ｓ・モース博士の生誕地であるという歴史的
つながりから、昭和59年10月13日に姉妹都
市提携を結びまし
た。これにより、
同市と区は「青少
年ホームステイ事
業」や「青少年ス
ポーツ交流」など
を行い、交流を深
めています。

○青少年語学研修派遣生
日7月24日㈭～8月17日㈰（25日間）
場オークランド市（ニュージーランド国）
人区内在住の中学2年生～高校生15人（選考）
￥234,000円
選考／事前の作文提出と6月1日㈰の面接
申5月27日㈫までに、品川区国際友好協会で配布す
る申込用紙と課題作文を同協会へ持参
※受付は月～金曜日午前9時～午後5時。4月15日㈫
以降の火～木曜日は午後7時まで。

○ホストファミリー
　ジュネーヴ市から日本の文化や生活習慣に深い興味を持つ青少年約16人が来
日します。
　区内の家庭に約2週間滞在し、日本での生活やスポーツなどを通じて交流と
親善を図ります。ホストファミリーとして、ぜひご協力をお願いします。
日8月1日㈮～15日㈮（15日間）　事前説明会／7月17日㈭午後6時30分から
人次の全てにあてはまる方
⃝複数家族である　⃝統一行動日に区役所までの送迎が可能
⃝部屋は個室か家族と同室の提供ができる　⃝家族の一員として必要な日常の生活費を負担できる
申電話で同協会へ

オークランド市語学研修派遣生とホストファミリーを募集します 問品川区国際友好協会（第三庁舎4階☎5742－6517）



（6）

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://）

「しながわ水族館」入館料改定の
お知らせ
一般の大人料金のみ1,300円から1,350円
になります。そのほかの料金に変更はあ
りません。
問同館☎3762−3433

低公害車の買い換えを支援します
都のディーゼル車規制に伴い導入された
低公害車が買い換えの時期となってきて
いるため、新たな導入支援を開始します。
対象／区内中小企業者・個人事業者で東
京都環境保全資金の利子補給金等交付決
定通知を受けた方
対象車／東京都環境保全資金融資対象車
利子補給額／利子と都利子補給金確定額
との差額
信用保証料補助額／信用保証料と都信用
保証料補助金確定額との差額
申環境課で配布する申請書を同課環境推
進係（本庁舎6階☎5742−6755）へ持参
※予算枠に到達した時点で、受付を終了
します。
※申請書は、区ホームページからダウン
ロードもできます。

国民年金保険料の免除申請でき
る期間が拡大されました
保険料を納めることが経済的に困難な場
合、申請時点の2年1カ月前の月分まで免
除・納付猶予の申請をすることができる
ようになりました。また、災害・失業など
を理由とした特例免除についても、災害・
失業などがあった年の翌々年6月までの期
間について申請ができるようになりまし
た。なお、免除申請は、本人・配偶者・
世帯主の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。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742−6682）

国民年金の学生納付特例は年度
ごとに申請が必要です
学生納付特例は、学生期間の国民年金保
険料の納付が猶予される制度で、毎年度
申請が必要です。26年度分と2年1カ月前
の月分までの申請を受け付けています。
持ち物／学生証（在学証明）、年金手帳
※日本年金機構から申請書（はがき）が
届いた方は、必要事項を記入して返送す
れば申請が完了します。
※対象校はお問い合わせください。
※特例期間の保険料は、10年以内であれ
ば遡って納めることができます。ただし、
3年度目からは一定の加算金がつきます。
特例を受けた期間は、年金の受給資格期
間には含まれますが、後から保険料を納
めない限り年金額には反映されません。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742−6682）

就職したとき、退職したとき
年金の届け出をお忘れなく
●就職して、厚生年金や共済組合などに
加入する方
勤務先に年金手帳を提出し、厚生年金など
への加入手続きをします。配偶者を扶養し
ている方は、配偶者の年金手帳も必要です。
●退職や勤務形態が変わり厚生年金や共
済組合から外れた方
20～59歳の方は、区役所に国民年金に加
入する届け出をします。扶養されている
20～59歳の配偶者も届け出が必要です。
必要書類／年金手帳（本人、配偶者）、厚
生年金などから外れたことが確認できる
書類（資格喪失証明書・離職票など）
※退職した方の所得を審査対象外として
保険料免除申請を受け付ける「特例免除」
の制度もあります。ご相談ください。
※代理の方が届け出するときは、代理人
の印鑑・本人確認できるものをお持ちく
ださい（委任状が必要な場合もあります）。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742−6684）

アスベストの調査・除去費用を
助成します
建物などの解体・改修工事の前に行うア
スベストの含有調査と除去工事にかかる
費用の一部を助成します。
対象／区内の住宅・事務所・作業所・店舗・
倉庫・駐車場などの所有者やマンション
の管理組合など

対象調査・工事 助成額
（上限額）

助成件数
（先着）

アスベスト含有分
析調査（吹き付け
・吹き付けロック
ウール）

10/10相当
（25万円/棟） 5件

アスベスト除去工
事費（アスベスト
含有吹き付け材）

2/3相当
（300万円/棟） 3件

※詳しくはお問い合わせください。
問環境課指導調査係☎5742−6751

事業所用LED照明設置費用の一
部を助成します
対象／次の全てにあてはまる事業者10件
（先着）
①未使用のLED照明を区内の事業所など
に設置する
②設置前の申請である
③区内施工業者を利用する工事を伴い、
設置費用が10万円（消費税を除く）以上
④いわゆる大企業（中小企業基本法に定め
る中小企業者以外の会社か個人）でない
⑤法人事業税などを滞納していない
⑥設置対象物件の所有者か賃借人
※賃借人の場合は、所有者から設置など
の承諾を得ていること。
助成額／設置費用（消費税を除く）の10％
（上限50万円）
申27年2月27日㈮までに、環境課で配布
する申請書を同課環境管理係（〠140−
8715品川区役所本庁舎6階☎5742−
6949）へ郵送か持参
※予算枠に到達した時点で、受付を終了
します。　※申込書は区ホームページから
ダウンロードもできます。

カラスの巣などの撤去処理と外
来種の捕獲・駆除を行います
●カラス対策
カラスの巣や落下したひなが原因で威嚇や
攻撃などの被害を受けている場合、巣など
の撤去を行いますのでご相談ください。
●外来種対策
外来種（ハクビシン・アライグマ）が天
井裏などに棲

す

み着き、糞
ふん

害など被害をあ
たえる場合があります。動物に触れたり
しないで、目撃したり被害を受けたらすぐ
にご相談ください。
問環境課指導調査係☎5742−6751

高年齢者向け
再就職支援総合セミナー
日4月23日㈬午後1時30分～4時
場中小企業センター（西品川1−28−3）
内履歴書の書き方、面接のテクニック
人おおむね55歳以上の方60人（先着）
申電話か直接、サポしながわ（西品川1−
28−3☎5498−6357）へ

マスターズソフトバレーボール
大会
日4月29日㈷①②午後1時集合③4時集合
場戸越体育館
試合方法／ブロック別リーグ戦
人①60歳以上の部②40歳以上の部
③中学生以上の部
※①～③とも男女混成チーム（8人以内）。
※重複参加は不可。
※コート内の選手（4人）は常に女性が2
人以上であること（女性のみのチーム可）。
￥1チーム2,100円
申4月16日㈬までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ
※主将会議は、4月23日㈬午後7時から総
合体育館。

●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）
4/1情報館 健康ひろばは2ページです

スポーツ

お知らせ

（セ）＝センター　　（体）＝体育館　　（集）＝区民集会所　　（入）＝入会金

イベント
●表示登記の日無料相談　4月4
日㈮午後1時30分～4時30分。本
庁舎3階ロビー。●土地建物の調
査・測量、境界問題・土地分筆、
不動産表示登記の相談☎3781−
3736東京土地家屋調査士会・小
菅　●新築・増築・耐震・設計・
工事・構造などの建物の相談☎
3766−6104東京都建築士事務所
協会・佐藤
●品川・大田オストメイト体験交流
会　人工肛門・膀

ぼうこう

胱保有者の集い。
4月13日㈰午後1時～4時。中小企業
（セ）。300円。電話で日本オストミー
協会品川支部・松浦☎3786−8242
へ

●第14回盲導犬育成基金チャリ
ティーコンサート　4月2日㈬午後6
時～8時。当日、きゅりあんへ。☎
3763−5006東京品川ライオンズク
ラブ・伊藤
●中高年の初級英会話講習会　4
月11日㈮午前10時～11時。大崎第
一（集）。5人先着。1,000円。電話で
飯島☎080−6524−8108へ
●家庭倫理講演会　4月20日㈰午
後2時～3時45分。きゅりあん。保
育・手話通訳あり。1,000円。電
話で家庭倫理の会・小山☎3471−
4478へ
●春のシャンソン発表会　4月20
日㈰午後1時30分～3時30分。当日、
きゅりあんへ。☎3494−8204しな
がわシャンソンネット・原

●林試の森フェスタ　出店、フリー
マーケット、コンサート他。4月
27日㈰午前10時30分～午後4時。
当日、林試の森公園へ。☎080−
1239−8743同実行委員会
●マルガリータコンサート（マンド
リン・ギター・大正琴・ウクレレ）
4月29日㈷午後1時～4時。当日、きゅ
りあんへ。☎3471−6627長尾
●品川区民吹奏楽団第6回定期演
奏会　5月4日㈷午後1時30分～4時
頃。当日、きゅりあんへ。☎3660−
5670三澤（勤務先）

サークルなど
●旗の台さつきトリム　㈭午後1
時30分。旗の台文化（セ）。月1,000円。
（入）500円。☎3785−1519鈴木

●後地トリム　㈬午後7時。後地
小。4カ月3,000円。（入）1,000円。☎
6426−9455熊谷
●マジシャンズ（マジック）　見学・
初心者歓迎。第2～4㈭午前9時30
分。中小企業（セ）。月2,000円。☎
090−4668−9490いど
●れっつ碁!!クラブ　㈬午後5時
30分。大井第三（集）。月100円。☎
3777−4285河路
●SD会（社交ダンス）　初心・経
験者歓迎。㈪午後1時。五反田文化
（セ）。月3,000円。（入）1,000円。☎
3786−6346今井
●品川愛気会（合気道）　退職者・
女性・高齢者歓迎。㈫㈮午後3時。
総合（体）。月500円。☎3442−
7325竹本

●一日野太極拳クラブ　㈮午後7
時。第一日野小。1回400円。（入）1,000
円。☎3490−1678阿川（あがわ）
●品川ランニングクラブ　㈬午後
7時30分、月1回㈰午前。戸越（体）。
1回100円。（入）1,000円。☎3785−
3204新舩（あらふね）
●茶道千代の会　①第2・4㈫午前
10時。きゅりあん。②第1・3㈮午
前10時。五反田文化（セ）。月各4,000
円。☎3450−6327関本
●ゆたか吟詠会　60歳以上。初心
者歓迎。第1・3㈬午後1時。ゆたか
シルバー（セ）。月1,000円。（入）1,000
円。☎3776−3165山崎
●アコースティックギタークラブ大
井　第1・3㈯午後1時。東大井（集）。
月300円。☎5763−3161遠藤

区民の皆さんが地域で行う自主的な活動を紹介します。
（注）費用の記載のないものは無料です。

①エコアクション21導入説明会
日6月6日㈮午後3時～5時
場環境情報活動センター（第三庁舎3階）
内制度概要や取得企業の事例発表など
人30人（先着）
申6月3日㈫までに、電話かFAX、郵送で説
明会名、企業名、所在地、電話番号、担当
者名、EメールアドレスかFAX番号を環境課
環境管理係へ

②エコアクション21認証取得セミナー
日6～11月（全4回程度）
場環境情報活動センター、参加企業の事務所他
内認証取得に向けたカリキュラムに沿った個別指導・集
団講義
人認証取得を目指す中小企業5事業者（先着）
申6月20日㈮までに、電話かFAX、郵送でセミナー名、
企業名、所在地、電話番号、担当者名、Eメールアドレス
かFAX番号を環境課環境管理係へ

③エコアクション21認証取得経費の一部助成
対象／区内で事業を営み、法人事業税などを滞納していないエコア
クション21を初めて認証取得した中小企業7事業者（先着）
助成額／審査費用、認証・登録料の2分の1（上限15万円）
申27年3月20日㈮までに、環境課で配布する申請書と必要書類を、
同課環境管理係へ持参
※申請書は区ホームページからダウンロードもできます。
※予算枠に到達した時点で、受付を終了します。

エコアクション21とは、企業の経費削減・環境負荷の低減につながり、環境ISOよりも低コストで導入できる環境省推奨の環境マネジメントシステムです。

問環境課環境管理係（〠140−8715品川区役所本庁舎6階☎5742−6949Fax5742−6853）

中小企業の「エコアクション21」認証取得を支援します
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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

バウンドテニスフリー教室
日4月4日～27年3月20日の金曜日
午後1時～6時30分
￥1回200円
運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
場 参当日、運動のできる服装で上履きを
持ってこみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5−
9−11）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

マスターズバドミントン大会
日4月29日㈷午前9時～正午
場戸越体育館
試合方法／クラス別ダブルスリーグ戦
ラリーポイント制
※1人でも参加可。
人50歳以上の男性、45歳以上の女性
￥1,000円（シャトル代込）
申4月22日㈫までに、はがきかFAXで大
会名、住所、氏名、電話番号、出場経験
者はクラスをスポーツ協会へ

スポクラ・しながわ
ダンススポーツ初心者教室
日27年3月31日までの火曜日
午後7時～9時　※4月8日と祝日を除く。
￥1回100円
場 参当日、運動のできる服装で上履きを
持って東海中学校（東品川3−30−15）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

第54回品川区団体卓球選手権大会
日5月4日㈷午前9時から
場総合体育館
種目／男子・女子
（Ⅰ部、Ⅱ部、ジュニア、50代、60代）
※Ⅰ部は上級者、Ⅱ部は中・初級者。
※年齢は27年4月1日現在。ジュニアは18
歳以下。
試合形式／4シングルス1ダブルスの団体戦

※1チーム4人以上。
￥1チーム4,400円、連盟登録者4,000円、
18歳以下2,000円
主催／品川区卓球連盟
申4月15日㈫までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ

陸上競技初心者審判講習会
日5月8日㈭午後7時10分～8時30分
場総合体育館
内陸上競技全般の初歩的な規則の説明など
人大会などの役員として協力できる18～
63歳の方
￥1,000円、協会登録者800円
主催／品川区陸上競技協会
申4月24日㈭までに、はがきかFAXで講
習会名、住所、氏名、年齢、電話番号、
簡単なスポーツ歴をスポーツ協会へ

清泉女子大学公開講座
土曜自由大学（全2回）
日程 テーマ 講師

5/10
㈯

シェイクスピアを自
己流に読む－『テンペ
スト』を中心に－

門野泉（前同
大学学長）

ウォーク・イン・メ
ディカル・ロンドン
－近代イギリスにおける
身体と医療の歴史をた
どる－

高林陽展（同
大学文化史学
科専任講師）

5/24
㈯

日本語はどのような
言語か－多文化共生社
会に役立つ言語学的知
識－

西村美保（同
大学日本語教
員課程准教授）

都市と建築から眺め
る　日本と韓国の　文
化と国民

夫学柱（同大
学非常勤講師）

※時間は午後1時10分～4時20分。

場同大学（東五反田3−16−21）
人16歳以上の方300人（抽選）
申4月21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、電話番号を文化スポーツ振興
課生涯学習係へ

介護職員初任者研修受講生募集
日5月10日㈯～7月31日㈭
内通信講座、スクーリングなど
人区内在住か在勤で、全課程出席できる
方40人（選考）
￥60,000円（テキスト代込）
申込書配布場所／高齢者福祉課（本庁舎
3階）、地域センター
※区ホームページからダウンロードもできます。
申4月18日㈮までに、電話連絡の上、申込
書などを品川ケア協議会（〠140−0004
南品川4−11−1☎3471−4830）へ郵送
か持参
問高齢者福祉課介護保険担当
☎5742−6927

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ウクレレを楽しもう！
日4月14日～6月23日の月曜日
午後1時～2時30分（全6回）
人12人（先着）　￥9,600円（教材費別）
②自然を感じるつる編み
日4月11日㈮、5月9日㈮、6月13日㈮
午後1時30分～4時（全3回）
人12人（先着）　￥6,000円（教材費別）
③ビジネス英語＜ベーシックコース＞
日4月18日～6月27日の金曜日
午後6時30分～8時（全10回）
人TOEIC350～500点か高校卒業程度の
英語力のある方10人（先着）
￥22,000円（テキスト代別）

④運を切り開くコミュニケーション力
日4月9日～6月25日の水曜日
午後6時30分～8時（全6回）
人16人（先着）
￥12,000円
───────共　　通───────
場 申電話で同センター（西大井駅前☎
3774−5050）へ
●受付時間変更のお知らせ
4月29日㈷～5月6日㉁の受付時間は、午
前9時～午後4時に変更となります。

春季品川区吟剣詩舞道大会
日4月6日㈰午前10時30分開演予定
（午前10時開場）
内吟詠・剣詩舞の発表
場・観覧方法／当日、荏原文化センター
（中延1−9−15）へ
問文化スポーツ振興課文化振興係

品川＆早川ふるさと交流
ゴールデンウイークファミリープラン
野生動物の暮らす「夜の森たんけん」か、
野鳥の音のバードコールなどを作る「ネ
イチャークラフト」を選び体験します。
日5月3日㈷～6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
￥6,750円、小学生6,120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

催　し ★

★

講座・講演

文化・イベント情報 ★★

O美術館　4月の催し
●5日㈯～9日㈬／アートイマジン「芸
術祭」2014年（公募展）
●11日㈮～16日㈬／第14回オー美会
展（絵画、写真、陶芸）
●18日㈮～23日㈬／日本表現派−東
京−2014（日本画、洋画）
●25日㈮～30日㈬／東京一水会展
（油彩、水彩）
場 問同美術館（大崎駅前大崎ニューシ
ティ2号館2階☎3495−4040午前10
時～午後6時30分）

区民ギャラリー　4月の催し
●2日㈬～7日㈪／第1回絵画合同展
覧会（色鉛筆、水彩、パステル）　

●10日㈭～14日㈪／第13回わたし達
たち

の掛軸展（額）
●16日㈬～20日㈰／こども絵画・造
形展（こどもアートクラブ／夢っこハ
ンドクラブ）
●23日㈬～28日㈪／第33回火曜会
展（油彩）
●30日㈬～5月5日㈷／第28回千駄ヶ
谷水彩画クラブ展
場 問同ギャラリー（大井町駅前イトー
ヨーカドー8階☎3774−5151午前10
時～午後8時）

ムサコフェス
第3回ムサコのたけのこ祭

日4月20日㈰午前11時～午後3時

場武蔵小山駅前ロータリー
内笠原シェフが作ったたけのこ汁配
布（正午から先着3,000食）、ムサコマ
ルシェ、吹奏楽演奏、ダンスパフォー
マンス
問ムサコフェス実行委員会・中村
☎3788−2141

東芝病院市民公開講座
日4月19日㈯午後1時～3時
内「上手な医療のかかりかた」「すい
臓がんを早く見つけるために」「胸の
痛みを感じて不安になったら…」
人90人（先着）
場 参当日、直接同病院（東大井6−3−
22☎3764−0511）へ

しながわ運河まつり2014
日4月12日㈯午前11時～午後8時30分
13日㈰午前11時～午後3時30分
場東品川海上公園（東品川2−6・3−
9）、天王洲公園（東品川2−5・2−6）
内ステージイベント、氷のいらないア
イススケート、ポニー乗馬、産直朝市
など
※12日は午後8時より約5分間花火を
打ち上げます。
※詳しくは HP 	www.unga.jp/をご覧
ください。
主催／しながわ運河まつり実行委員会
問商業・観光課観光担当
☎5498−6350

●区民の方への助成
助成額／3万円／kW（上限9万円）
対象／次の全てにあてはまる方
●未使用の機器の設置工事が完了して
いる
●�電力受給開始日が26年4月1日以降
●区内在住で住民税を滞納していない
●工事対象住宅に居住している
●工事対象住宅の所有者か賃借者
※賃借の場合は、所有者から工事など
の承諾を得ていること。
●過去にこの制度に基づく助成を受け
ていない
助成件数／50件（先着）

●公益法人・一般社団法人・賃貸マンション経営者な
どの方への助成
助成額／3万円／kW（上限15万円）
対象／次の全てにあてはまる事業者
●未使用の機器の設置工事が完了している
●�電力受給開始日が26年4月1日以降
●いわゆる大企業（中小企業基本法に定める中小企業者以外
の会社か個人）でない
●法人事業税などを滞納していない
●機器を区内の事業所・事務所などに設置
●工事対象物件の所有者か賃借者
※賃借の場合は、所有者から工事などの承諾を得ていること。
●過去に、この制度に基づく助成を受けていない
助成件数／10件（先着）

太陽光発電システム設置費用の一部を助成します 共　通

申27年3月20日㈮まで
に、環境課で配布する申
込書を同課環境管理係
（〠140−8715品川区役
所本庁舎6階☎5742−
6949）へ郵送か持参
※予算枠に到達した時点
で、受付を終了します。
※申込書は区ホームペー
ジからダウンロードもで
きます。
※助成後はアンケートに
ご協力いただきます。

毎月第一日曜日は

家庭は、子どもにとって憩いの場所
心のよりどころ
豊かな心を育む大切なところです

「家庭の日には」
・�「家族いっしょに楽しいごはん」
家族一緒に過ごす時間をつく
り、家庭の大切さを見つめ直
してみましょう
�・�早寝早起きなど、生活リズム
をしっかり整え、規則正しい
生活を身につけましょう

問青少年育成課青少年育成係
☎5742－6692

「家庭の日」です
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・外国人人口…………10,466
　　男………………… 5,077
　　女 ………………… 5,389

総人口…………… 369,343世帯………………… 203,139

・日本人人口………… 358,877
　　男………………… 176,034
　　女 ………………… 182,843

  人口と世帯（平成26年3月現在）

4/1
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古紙配合率70％再生紙を使用しています

4月テレビ

00分〜 10分〜 20分〜 30分〜

土

品川区
週間ニュース
取材には区民の皆さんが
活躍しています

三之助　とっておきの品川
世界を迎える！品川宿のおもてなし

区
か
ら
の
お
知
ら
せ

日 トビーが行く！  
しながわ温故知新

月 しながわのチ・カ・ラ
しながわ江戸前海物語

火 品川歴史探訪
大森貝塚とモース博士

水 しながわのチ・カ・ラ
しながわ鉄道物語

三之助　とっておきの品川
雅楽の魅力を探る

木
三之助　とっておきの品川
みんなで食べると
美味しいね！

品川の昔ばなし
治郎兵衛と
孟宗筍

トビーが行く！
歴史を感じるまち　大井編

金 復活！しながわ探検隊
三之助　とっておきの品川
地元っ子がご案内！
しながわ龍馬伝

区内在住の噺
はなしか

家・柳家三之
助が、旧東海道品川宿のゲ
ストハウス品川宿を紹介し
ます。多くの外国人をおも
てなししている同宿にご注
目ください。

三之助　とっておきの品川
世界を迎える！
品川宿のおもてなし

ラジオ

午前6時56分から3分間
●�放送内容は、区ホームページから視
聴でき、専用機器に録音もできます。
また、災害時には、災害情報や生活
情報を放送します。

放
送
言
語

㈪   中国語・日本語
㈫   韓国語・日本語
㈬   タガログ語・日本語
㈭・㈮   英語・日本語

今月の内容
●�五反田ふれあい水辺広場でケータリ
ングスタート

●��ムサコのたけのこ祭り
●��しながわ運河まつり

他

HP psa.interfm.jp/shinagawa/
問広報広聴課☎5742−6612

76.1Mhz
しながわインフォ

インターエフエム放送
11
しながわホットほっと

（ケーブルテレビ品川）毎日7時・10時・13時・19時・22時から5回放送（土曜切り替え）

デジタル
チャンネル／ 5 デジアナ

チャンネル

● プレミアム付き商品券
● 子ども読書の日
●  新型インフルエンザ等対策
　 行動計画改訂

次号予告　4月11日号

日4月11日㈮・12日㈯ 午前10時〜午後4時
場中小企業センター1階ロビー

（西品川1−28−3）
問商業・観光課観光担当☎5498−6350 

昭和34年入門

伝
統
工
芸
の
実
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理
美
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鋏
製
造

品川区メールマガジン
区の情報をメールで配信して
います

パソコン
・
携帯

HP www.city.shinagawa.
tokyo.jp/から登録してくださ
い。携帯電話でメールを受け
取る場合は右のQRコードか
ら登録できます。
問広報広聴課☎5742−6612

区ホームページで動画配信をしています

番組について　広報広聴課……………… ☎5742−6612
加入について　ケーブルテレビ品川…… 0120−559−470問い合わせ

地域振興基金と
協働事業のお知らせ

豊かな地域づくりをめざし、様々な社会貢献活動や公益活動をしている団体を支援するための基金への寄
付を受け付けています。この基金は次のような都市像をめざす事業を実施するために活用させていただき
ます。

●25年度は次の6事業に助成しました
⃝成人の発達障害者支援の基盤整備事業　
⃝防災啓発を通じ町内のコミュニケーションの強化を図る事業
⃝農作業・里山保全活動を通じた地域の若者パワーアップ事業
⃝～中学生が地域デビュー～　地域と生徒で創る浜川まつり
⃝オープン中延！生活芸術祭　
⃝「逃げ遅れる人々―東日本大震災と障害者」上映と監督トー
　クの会

●支援の分野は区の基本構想「5つの都市像」
に準じて次の内容から選択いただけます
（1）だれもが輝くにぎわい都市
（2）未来を創る子育て・教育都市
（3）みんなで築く健康・福祉都市
（4）次代につなぐ環境都市
（5）暮らしを守る安全・安心都市
（6）その他

地域振興基金を活用した区民活動助成制度や協働
事業提案制度の審査・選定をする区民委員を募集
します。
任期／委嘱日～27年3月31日㈫
内会議の出席（年4～6回程度）
※構成員は学識経験委員2人、公益活動実践者1
人、区民委員2人、区職員3人
人会議に全回参加できる方2人（書類選考）
申4月21日㈪までに、地域活動課で配布する申込
用紙、公益活動に関する意見（800～1,200字
程度）を同課へ郵送か持参
※申込用紙・原稿用紙は、区ホームページからダ
ウンロードもできます。

あなたの寄付が区民活動を支援します 品川区地域振興基金活用推進会議の
委員を募集します

⃝2,000円を超える区への寄付については、所得税・住民税の控除対象となります。
※寄付についてのお問い合わせは、協働・ふれあいサポート係へ。
※税の控除についてのお問い合わせは、税務課（☎5742－6663～6）へ。

実施（経費負担）期間
4月1日㈫～27年2月28日㈯

助成金額
助成対象経費の3分の2（上限50万円）
※1,000円未満は切り捨て。

審査・選考
第1次審査（書類審査）＝5月下旬、第2次審査（面接審査）＝6月中旬、決定＝6月末（予定）

区民の皆さんからの寄付を積み立てている地域振興基金を活用して、地域課題や社
会的課題解決のために行っている事業に資金を助成します。
応募資格

区内で公益活動を目的として活動している団体（町会・自治会、ボランティア団体、NPO法人など）
で、次の全てにあてはまる団体
⃝区内に主たる事務所、活動拠点がある　　⃝3人以上で構成されている
⃝団体の運営に関する規則（定款、規約、会則など）があり、会計処理が適正に行われている
⃝区民を対象とした公益活動＊を目的としている（趣味サークルなどは除く）など
＊非営利であって不特定多数の区民の利益となることを目的とした活動
対象となる事業

次の全てにあてはまる事業
①地域課題や社会的課題解決のために取り組んでいる
②地域づくりを目的としている
③区民の福祉の向上に寄与する
④同一事業について、他の制度による助成を受けていない

地域の課題に対し、団体の専門性や強みをいかした発案によ
る課題解決への提案事業を募集します。
応募資格

町会・自治会、ボランティア団体、NPO法人、公益法人、社会貢献活
動を行う民間事業者など
※1団体につき1事業の提案。複数の団体による共同での提案も可。
事業の要件

次の全てにあてはまるもの
�①区の地域課題などの解決を図る非営利事業であり、区民と区が
協働して取り組むことによって、具体的な成果が期待できる
②提案の翌年度（27年度）までの間に提案者によって実施するこ
とが可能であり、実効性が期待される
③独自性、専門性、先駆性、新しい視点などが含まれている
④事業にかかる予算の見積もりなどが適正である　など
審査・選考

第1次審査（書類審査）＝7月
第2次審査（事業提案説明）＝8月
区からの委託事業として提案を採用＝27年3月

地域活動課協働・ふれあいサポート係
（〠140−8715品川区役所第二庁舎6階
☎5742−6605）

問い合わせ

協働事業の募集地域振興基金による活動支援助成

日時 場所
4月12日㈯午前10時30分～正午 こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
4月15日㈫午後6時～7時30分 261会議室（第二庁舎6階）

当日、会場へお越しください。

※前半45分は「地域振興基金による活動支援助成」、後半45分は「協働事業の募集」の説明。
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申請を希望する団体は、5月9日㈮までに、電話予約のうえ同課
協働・ふれあいサポート係まで事前相談にお越しください。
※詳しくは同課で配布する「地域振興基金を活用した区民活動
助成の手引き」「品川区協働事業提案制度提案の手引き」をご覧
ください。区ホームページでもご覧になれます。


