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消費者センター消費生活相談
月～金曜日　午前9時～午後4時（来所・電話） 土曜日電話相談　午後0時30分～4時 第4火曜日夜間電話相談　午後4時～7時

おかしいな、変だなと思ったら、

１人で悩まずに
早めに相談をしてください。

大井1－14－1大井1丁目共同ビル

☎5718－7182

詐欺的なもうけ話で、大切な老後の資金をだまし取られるという被害が
後を絶ちません。「元本保証・高利回り・高配当」と持ちかけ、信用さ
せるために初めのうちこそ利子や配当などを支払いますが、ある日突
然支払いをストップし雲隠れしてしまいます。安易なもうけ話には必
ず裏があります。甘い言葉に惑わされず、大切な財産を守ってください。

突然訪問してきた消火器業者に「もう交換時期だ」「そろそろ点検時期
だ」などと言われ契約してしまったとの相談があります。あとから確
認すると長期のリース契約になっている場合もあり、注意が必要です。
消火器の契約には十分注意し、契約内容や事業者についてよく確認し
ましょう。
※区の家庭用消火器の購入・詰め替えあっせんは事前にはがき・ＦＡＸ・
電話での申し込みが必要です。訪問販売や電話勧誘は一切していませ
ん。不審に思ったら区に連絡をし確認してください。

「ネット検索したブランド店で靴を注文し、銀行口座に代金を振り込ん
だが、品物が届かず連絡もつかない」という相談が多くあります。注
意して見るとホームページの日本語表記が変で、振込口座の支店と会
社所在地が遠く離れているなど不審な点があります。注文する前に必
ず店舗の信頼性を確かめましょう。

遠方に売れない別荘地を所有していた方が、業者から「別荘地を高く
売ってあげる」と電話や訪問を受け、結果的に別の契約をしてしまっ
たという相談が寄せられています。売るために整地代、広告代など高
額な請求を受けたり新たに別の土地を契約させられるなど悩みが増す
場合もあるのでご注意ください。

「高額賞金に当選した」「賞金を得る資格を得た」などと突然海外からダ
イレクトメールが届き、クレジットカードや現金で賞金を受け取るた
めの申込金を支払わせる手口です。一度でも支払うとひっきりなしに
大量のダイレクトメールが送られてきます。海外宝くじは購入するだ
けでも違法になる可能性があります。絶対に手を出してはいけません。

ワンクリック請求とはアダルトサイトなどで、動画を見ようとして現
れる画面などを次々とクリックして進んでいくと、利用者の意思とは
関係なく会員に登録されて料金の請求を受ける手口です。最近はスマー
トフォンからのアクセスも急増しています。気が動転してメールや電話
で退会を求めても、自分の情報が出ていくだけで退会に応じてはくれ
ません。料金を払って利用するつもりではなかったという場合は、連
絡を取ったりせず静観し様子を見ましょう。

クーリング・オフは訪問販
売（貴金属の買い取りを含
む）、電話勧誘販売や路上
で呼び止められ契約した
場合などに適用できます。
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○契約書を受領した日から8日以内（消印有効）、マルチ・内職商法
は20日以内に書面で発送
○必ずコピーを取り、特定記録か簡易書留で送り、送った証拠を残す

※クーリング・オフができるかどうかや書き方など、詳しくは消
費者センターへお問い合わせください。

クーリング・オフ（契約
解除）は必ず書面で！

クーリング・オフの書き方

消費者の日
街頭啓発

消費者啓発等
パネル展

悪質商法被害防止の街頭啓発を行います。
日5月30日㈮午後2時30分から
場大崎駅周辺

くらしに役立つ情報や注意情報などのパネル展示を行います。
日5月12日㈪～22日㈭午前8時30分～午後5時15分
場第二庁舎3階ロビー　　※土曜日は除く。火曜日は午後7時まで。

5月は
消費者月間
です

詐欺的なもうけ話にご注意を！ 原野商法の二次被害にご注意を！

国内から海外宝くじには参加しない

ワンクリック請求にご用心！

消火器の訪問販売はよく確認を

インターネット通販は店舗の確認を

つながろう消費者～安全・安心なくらしのために～
問い合わせ／消費者センター☎5718－7181
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事業者

区　民

区、区民、防災区民組織、
事業者それぞれが役割
を果たし、相互に連携
および協力を図る

基
本
理
念

　災害発生時は行政をはじめ、防災関係機関・区民・事業者が総力を結集し、災害に
よる被害を最小限に食い止めなければなりません。そのため、区では災害予防、災害
時の応急対策、復興にかかる区の責務、区民・事業者の努めと役割を明確にするため、
地域防災計画の内容に基づく「品川区災害対策基本条例」を制定しました。
　区・区民・防災区民組織・事業者それぞれの役割を改めて確認し、防災力を高める
ため、自ら行動できるように、身近な問題として取り組みましょう。

品川区災害対策基本条例を制定しました品川区災害対策基本条例を制定しました

問い合わせ／防災課計画係☎5742－6695

品川区の
防災対策

自助 一人ひとりが自らの
安全を守る 自助 一人ひとりが自らの

安全を守る

自助 一人ひとりが自らの
安全を守る

共助 地域や身近にいる人同士が
互いに助け合う 共助 地域や身近にいる人同士が

互いに助け合う

共助 地域や身近にいる人同士が
互いに助け合う

公助 自助・共助の支援

協力連携

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/

●食事の配膳・下膳の手伝い
高齢者施設で昼食の手伝いをします。
日週1回（月～土曜日）　11:30～12:30
場西大井在宅サービスセンター
（西大井2）
●レクリエーションの手伝い
高齢者施設で楽器演奏・演芸披露や体
操・絵画・俳句の指導をします。
日火・水・金・土曜日（応相談）
13:00～15:00
場サニーデイサービス（西大井5）
●植栽の手入れ
高齢者施設で植え込みの手入れをしま
す。未経験者も可能です。
日週1回（月・土曜日）　10:00～11:00
場晴楓ホーム（東品川3）

●歌、楽器の演奏
高齢者施設で歌や楽器の演奏をします。
日月1回（応相談）　14:00～16:00
場ケアホーム西大井こうほうえん
（西大井2）
●髪かわかしボランティア
高齢者施設で入浴後の手伝いをします。
日週1回（火曜日）　9:00～12:00
場中延在宅サービスセンター（中延6）
●編み物、手芸の講師
高齢者施設で1時間程度で仕上がる編み
物や手芸を教えます。
日週1回（水・木・金曜日）
13:00～15:00
場デイサービスセンター小山（小山1）

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

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ポイントが上
限）。ためたポイントは区内共通商品券との交
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」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、
支え愛・ほっとステーションで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/

ポ

さわやかサービスは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5月23日㈮午後2時～3時
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

ポ

区民の生命、身体・財産などを災害から保護し、その安全を確保する
ため、地域防災計画に基づき災害対策を実施し、防災体制を整備する。

・管理する施設・設備の安全を確保する。
・従業員、来訪者などの安全を確保する。
・災害時は、防災区民組織などとの連携・協力
を図り、地域の応急活動などを行うよう努める。

・平時より防災訓練を実施し、組織の維持・
向上に努める。
・災害時は、地域内の事業者などとの連携・
協力を図り、地域の応急活動などを行う。

・平時より自ら災害に備える。
・自分と家族の安全を確保する。
・相互に協力し、地域住民や身近にいる人の
安全を確保する。

防災区民組織

区

災害に強いまちづく
りを進めて次の世代
に引き継いでいきま
しょう。
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問地域活動課協働・ふれあいサポート係（第二庁舎6階☎5742－6605）

こんなときには国民健康保険の
届け出をお忘れなく
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

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、会葬はがきか葬儀社の領収書を持参

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。

区は、町会・自治会をはじめ、ボランティア団体、NPO、企業などとお互いの強みや資源
をいかしながら、協働による豊かなまちづくりをすすめています。協働事業提案制度では区
が提起する課題に応える、自由な発想や専門性などをいかした事業の提案を募集します。

次の全てにあてはまる団体（町会・自治会、ボランティア団体、
NPO、商店街、公益法人、社会貢献活動を行う民間事業者など）
①団体の運営に関する規則（定款、規約、会則など）がある
②1年以上継続して活動している　など
※1団体につき1事業の提案が原則。複数の団体による共同での提案も可。

①区の提起する課題に的確に応えている
②公益性のある事業であって、一定の課題の解決や社会的要請に応え
ることができ、具体的な成果が見込まれる
③区民と区との協働実施で効果が高まると見込まれる
④提案の翌年度（27年度）に提案者によって実施することが可能で
ある
⑤予算の見積もりが適正である
⑥先駆性、新しい視点・アイディアなどが含まれている

　第1次審査（書類審査）＝7月
　第2次審査（事業提案説明）＝8月
　決定（区の予算成立）＝27年3月

6月20日㈮までに、地域活動課協働・ふれあいサポート係で事前相談
（要予約）
※提案された事業の概要や提案団体名は区ホームページなどで公表します。

提案をするには、いずれかの説明会への参加が原則として必要です。
日時 会場

5月27日㈫午後6時～7時 262会議室（区役所第二庁舎6階）
6月14日㈯
午前10時30分～11時30分

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）

募集する
提案事業

27年度（27年4月1日～28年3月31日）に実施する次のいずれかの課題を解決する事業

　①「ひきこもり等の若者の自立について、多くの区民の理解を深める」
　②「外国の方と接する機会や英語を話す必要性を実感する場面が少ない」

応募資格

提案できる対象事業

審査・選定

申し込み

説明会

※詳しくは地域活動課で配布する「平成26年度品川区協働事業提案制度提案の手引き」をご覧ください。しながわすまいるネット（http://shinagawa-smile.net/）
や区ホームページからダウンロードもできます。

認証保育所保育料の認証保育所保育料の
一部を助成します一部を助成します

年齢 対象 要件 助成方法

0～2歳児 すべてのお子さん ①児童と保護者が当該月
の1日時点で区内に住民
登録があり、実際に居住
している月　
②認証保育所に当該月の
初日より在籍し、基本保
育時間で月160時間以上
の月ぎめ契約をしている
月　
③認証保育所の保育料を
支払っている月

認可保育園の保育
料と実際に認証保
育所に払っている
基本保育料との差
額を助成（認証保
育所基本保育料の
上限額66,000円を
超えた分は助成対
象となりません）

3～5歳児

25年3月1日時点で
2歳児以上のクラス
に在籍していて25
年4月以降も継続し
て同一の認証保育
所に在籍している
お子さん

上記以外のお子さん

上記①～③の要件に加
え、④認可保育園の当該
月の入園申し込みをし
て、内定が出なかった月

認可保育園保育料
の所得階層に応じ
た定額助成

申6月20日㈮までに、保育課・認証保育所で配布する申請書を同課待
機児童対策担当認証保育料助成金担当（〠140－8715品川区役所第二
庁舎7階）へ郵送か持参
※認可保育園入園後や認証保育所と保育ママを同時に利用契約をして
いる場合（二重保育）などは助成対象になりません。
※25年度・26年度住民税が品川区から課税されていない方、所得税分
離課税のある方は、所得確認書類の提出が必要です。
※詳しくは、保育課・認証保育所で配布する認証保育所保育料助成制
度のご案内をご覧ください。
※ご案内と申請書は区ホームページからダウンロードもできます。
問保育課待機児童対策担当☎5742－6723



●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26年
（2014）
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ろば康ひ健

（4）

日6月15日㈰（午前8時30分大井町集合・午後6時解散予定、往復バス）
内さくらんぼ狩り〈食べ放題40分〉（山梨県・萩原フルーツ農園）、アスレチック（笛
吹川フルーツ公園）など
持ち物／弁当、水筒、敷物、タオル、着替え
人ひとり親家庭の親子40人（抽選）　
￥中学生以上2,800円、5歳～小学生1,500円
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申5月19日㈪までに、電話で子育て支援課児童家庭相談係☎5742－6589へ

のこぎりを使って作った積み木などを使ってゲームを競います。持ち帰って家族
みんなで楽しみましょう。
日6月15日㈰午後2時～4時　
講師／佐々木重孝（樹楽製作所代表取締役社長）　
持ち物／積み木を持ち帰る大きめの袋
人小学1～3年生のお子さんと保護者18組（抽選）　￥200円
場申5月21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☎・Fax5742－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

ひとり親家庭　親子さくらんぼ狩り日帰りバス旅行

環境学習講座　間伐材を使って楽しい工作をしよう

※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）

5月11日㈰
18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）

5月11日㈰

　　　川村内科クリニック 八　潮 5 － 8 －47 ☎3799－1577
　　　由井歯科 二　葉 1 －20－ 7 ☎3788－1610
　　　大岡歯科医院 東中延 1 －11－13 ☎3781－6285
　　　清水接骨院 大　崎 2 － 6 －19 ☎3779－6183
　　　武蔵小山接骨院 小　山 3 － 6 －24 ☎3782－2667

5月18日㈰

　　　柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
　　　坂井歯科医院 大　井 2 －11－ 4 ☎5709－8117
　　　歯科滝沢医院 西品川 2 －21－ 8 ☎3493－0703
　　　根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
　　　押田接骨院 小　山 2 － 8 －13 ☎3787－8036

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

5月17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

内 小

薬
薬

小内

歯

骨

歯

小

骨

内

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

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
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二人で子育て（両親学級）
会場 日時
品川保健
センター 7/20㈰ ① 9:30～12:30

②13:30～16:30
荏原保健
センター 7/5㈯ ③ 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6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

ひきこもりシリーズ学習会

日5月22日㈭午後2時～4時
内ひきこもっている子どもの心理面の理
解や家族のかかわり方など
講師／高橋良臣（登校拒否文化医学研究
所所長）
人不登校やひきこもりなどのお子さんを
もつ家族、関心のある方30人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

障害者歯科健診のご案内

障害のある方へ無料の歯科健診を実施し
ています。
健診回数／年1回
内むし歯・歯周病などの健康診査
人区内在住で、4月～27年3月に20～35
歳になる方で身体障害者手帳・愛の手帳
（東京都療育手帳）・精神障害者保健福祉
手帳のいずれかをお持ちの方
申月～金曜日の午前9時～午後5時に、電
話かFAXで品川歯科医師会（☎3492－
2535Fax3493－5056）、荏原歯科医師会
（☎3785－4129Fax3783－1948）へ
※実施歯科医院を紹介します。
※障害の程度や身体の状態によっては、
紹介できない場合や当日、健診を実施で
きない場合があります。
問健康課保健衛生係☎5742－6743

「けんしん」受診啓発キックオフイベント
～スタートは「けんしん」ゴールは健康！
区では生活習慣病やがん予防を推進する
プロジェクトを始動します。
日6月12日㈭午後1時30分～3時30分
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内講演「増加している糖尿病から血管を
守るために」「増加している大腸がんか
ら自分を守るために」他
講師／林道夫（NTT東日本関東病院糖
尿病・内分泌内科部
長）、大圃研（同内
視鏡部部長）
人200人（先着）
申電話で、国保医療
年金課保健指導係
☎5742－6902へ

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

1歳までのお子さんとご参加ください。
お子さんは託児室で過ごします。
日程（全5回） 内容
5月24日㈯ 交流会（地域の仲間づくり）
6月21日㈯ グループワーク（子どもとの接し方）
7月12日㈯ 交流会（先輩パパとの交流）
8月 9日㈯ 講座（パパの料理教室）
8月10日㈰ 交流会（パパの手料理で家族招待）

※時間は午前10時30分～正午、8月10日
は午後0時30分まで。
人区内在住で、全回出席できる0～1歳の
お子さんと父親15人（先着）
※託児あり。
※実費負担（材料費）あり。
場申5月12日㈪～21日㈬に、電話か直接
ゆたか児童センター（豊町1－18－15☎
3786－0633）へ

父親 のための
親育ちワークショップ親育ちワークショップ

パパの子育て力
のアップを応援
します。



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
障害がある方に自動車関係の助
成をします
●福祉車両の購入・改造費の助成
車いすで容易に乗れる自動車の購入・改
造費用の一部を助成します。
人身体障害者手帳をお持ちで常時車い
すを使用する方
助成金額／車両購入費300,000円
車両改造費150,000円　
●自動車改造費の助成
重度の身体障害者が自ら運転するため
に自動車の改造が必要な場合に要する
費用の一部を助成します。
人上肢・下肢・体幹機能障害1級か2級
の方
助成金額／（所得により）133,900円か
66,950円
●自動車運転免許取得費の補助
障害者が自動車運転免許を取得すると
きに要する費用の一部を助成します。
人身体障害者手帳3級以上（内部障害者
については4級以上、下肢・体幹機能障
害は5級以上）か愛の手帳をお持ちの方
助成金額／（所得により）164,800円か
144,200円か123,600円
―――――――　共　通　―――――――
※所得制限など、条件があります。詳し
くはお問い合わせください。
問障害者福祉課障害者福祉係（本庁舎3
階☎5742－6707Fax3775－2000）

中等度難聴児の補聴器購入費用
の一部を助成します
人区内在住で、6～18歳までの次の全て
にあてはまる方
①聴覚障害の身体障害者手帳の対象と
ならない　②両耳の聴力レベルが30デ
シベル以上　③補聴器を使用すること
で言語習得などの効果が期待できると
医師の判断がある
※所得要件あり。
助成金額／補聴器の種類ごとの基準額
による
※詳しくはお問い合わせください。
問障害者福祉課障害者相談係
☎5742－6710

「役立ち隊」メンバー募集
地域で役に立ちたいと思う気持ちを実現
しませんか。年間を通してボランティア
とは何かを学び考え、実践する活動です。
内講師指導のもと、各種イベントなどの
企画や運営・補助などの活動（月1回程度）
人中学生からおおむね25歳位までの方
申電話で、青少年育成課青少年育成係☎
5742－6692へ
※参加希望者は随時受付。

騒音計・振動計などの測定器の
貸し出し
騒音・振動が気になる方は、測定してみ
ませんか。
人区内在住か在勤で、受け取り・返却時
に来庁できる方
貸し出し期間／15日以内
貸し出し方法／電話で貸し出し状況を確
認のうえ、本人確認できるものを持って環
境課（本庁舎6階☎5742－6751～3）へ

第40回消費生活展の参加団体募集
日27年2月14日㈯・15日㈰
人区内で消費生活に係わる学習や研究
をし、活動しているグループ・団体　
※パネルなどで学習の成果発表ができ
ること。
申6月13日㈮までに、電話で消費者セン
ター☎5718－7181へ

品川介護福祉専門学校
学校説明会「体験授業①」
日6月15日㈰午前10時～正午
内体験授業、学校案内（学費・授業内容・
就職状況・入学選考）、個別相談など
※体験授業は毎回内容が変わります。
人介護福祉士をめざしている方
場問当日、直接同校（西品川1－28－3
☎5498－6364）へ
※学校見学も随時受付中（要予約）。

第128回高齢者と介護者のための料
理教室「ラクチンおいしいおかず」
日5月27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5月20日㈫までに、電話で成幸ホーム
☎3787－5393へ

都市計画原案への公述申し出と
公聴会
対象計画案／①都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針②防災街区整備方針
対象区域／①東京都の各都市計画区域
②特別区（千代田区・中央区・港区を除く）
●公述の申し出
人区域内在住か計画案に利害関係のあ
る方
※意見要旨などを考慮し選定。
※公述は1人10分程度。
申5月16日㈮～30日㈮（必着）までに、公
述申出書を東京都都市計画課（〠163－
8001東京都都市整備局都庁第二庁舎21
階）へ郵送か持参
※計画案の縦覧・申出書の配布は5月16
日㈮～30日㈮まで同課か品川区都市計
画課（本庁舎6階）。
●公聴会の傍聴
日【第1回】6月24日㈫午後1時
【第2回】6月27日㈮午後7時
人各100人（先着）
場・傍聴方法／当日、都庁都民ホール（都
庁議会棟1階）へ
―――――――　共　通　―――――――
○①都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針については、ホームページ HP
www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/でも意見
募集を実施（縦覧期間中のみ）。
問東京都都市計画課☎5388－3225、品
川区都市計画課☎5742－6760

シルバー人材センター
入会出張相談
日5月23日㈮午前10時～午後3時
場大井第三区民集会所（西大井4－1－8）
人区内在住で、健康で働く意欲のある
60歳以上の方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713

大井地区楽しい一輪車教室
（前期）
日5月25日㈰、6月1日㈰・8日㈰・22日㈰、
7月6日㈰
午後1時30分～3時30分（全5回）

場山中小学校（大井3－7－19）、大井第一
小学校（大井6－1－32）
人区内在住か在学の小学生30人（抽選）
￥1,000円（保険代込）
運営／大井地区スポ・レク推進委員会
申5月19日㈪（必着）までに、往復はが
きで教室名、住所、氏名、年齢（学年）、
電話番号、在籍学校名、一輪車の有無、
引率の有無を文化スポ－ツ振興課ス
ポーツ係へ
※結果は5月22日㈭に発送。

いきいきウオーキング～新緑を感じ
ながらレインボーブリッジを歩こう
日5月25日㈰午前9時～正午（ゴール最
終受付）※雨天決行。
コース／日野学園校庭～芝浦アイラン
ド～レインボープロムナード　
※約8km。
￥100円
参当日、午前9時～9時30分に費用を持っ
て日野学園校庭（東五反田2－11－1）へ
※参加スタンプホルダー（首にかける名
札）をお持ちの方はご持参ください。
問文化スポーツ振興課スポーツ係

戸越地区バウンドテニス教室
日5月18日～6月22日の日曜日
午後1時30分～4時（全6回）
￥1回50円　
運営／戸越地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き
を持って戸越小学校（豊町2－1－20）
へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

9人制クラス別バレーボール大会
日6月8日㈰午前9時から
場戸越体育館　他
種目／家庭婦人
試合方法／クラス別トーナメント戦
（敗者戦有り）
￥1チーム12,000円
連盟登録チーム6,000円
主催／品川区バレーボール連盟
申5月28日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（5月19日㈪を除く）
※主将会議は6月4日㈬午後7時から総合
体育館。

スポーツ

5月12日は「民生委員・
児童委員の日」です

●このような活動をしています
民生委員・児童委員は、介護や子育て、高齢者の健康、生活、経済的なこと
など福祉に関する相談にのります。相談の内容に応じて、区や関係機関を紹
介し、適切なサービスにつなげていきます。

●お気軽にご相談ください
民生委員・児童委員には守秘義務があります。皆さんから受けた相談内容の
秘密は守られますので安心してご相談ください。民生委員・児童委員は地域
の中から選ばれ、厚生労働大臣が委嘱します。民生委員・児童委員の中に児
童福祉を専門に担当する主任児童委員もいます。民生委員・児童委員は社会
奉仕の精神をもって活動しています。
※お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員についてはお問い合わせく
ださい。

○大正6年5月12日に民生委員児童委員制度の前身の岡山県済世顧問設置規定
が公布されたことにより、全国的に「民生委員・児童委員の日」と定められ
ました。

問高齢者福祉課☎5742－6708

民生委員・児童委員は
地域の身近な相談相手です

ヘルプカードの提示を受けたら、
皆さんの力を貸してください
　障害のある方には、ちょっとしたことでも周囲の支援が無け
ればできないことがあります。ヘルプカードを示している人や
身につけている人を見かけたら、皆さんの目配り、気配りをお
願いします。そして一言「どうしましたか？」とゆっくり、や
さしく声をかけてください。
　ヘルプカードには、いざという時の連絡先やお願いしたいこ
とが書かれています。皆さんのご協力をお願いします。
○ヘルプカードは、障害者福祉課、高齢者福祉課、保健センター
の窓口でお配りしています。
問障害者福祉課（本庁舎3階☎5742－6710Fax3775－2000）

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。
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就職活動支援セミナー「これから始
める！1歩先へ行く!!就活セミナー」
就職活動を基礎から学ぶセミナーです。
日5月28日㈬午後1時30分～4時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内就活に必要な自己分析＆自分のア
ピールポイントをつかむ
講師／藤谷雅子（人事採用コンサルタン
ト）
人就職活動中の39歳までの方20人（先着）
申電話で、ものづくり・経営支援課就業
支援担当☎5498－6352へ

認知症予防プログラム講習会
認知症を予防するために、身につけたい
生活習慣を紹介します。
●講習会　

日程 内容

6月3日㈫
午後1時30分
～4時

①認知症の基礎
知識と日常生活
における認知症
予防の講話

＜希望者のみ＞
②脳の健康度測
定（ファイブ・
コグ検査）

6月10日㈫
午後1時30分
～3時30分

＜②の検査を受けた方＞
ファイブ・コグ検査の結果、認
知症予防プログラムの説明

人60歳以上の方40人（先着）
●認知症予防「旅行」プログラム　
旅行の計画・実施をとおして脳を鍛える
生活の工夫を学びます。
日6月24日～7月22日の火曜日
午後1時30分～3時30分（全5回）
人講習会を両日受講した方
￥3,000円（教材費）
※計画した日帰り旅行は実費負担。
―――――――　共　通　―――――――
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
申電話で、荏原保健センター☎3788－
7016へ

公園で愛犬と楽しむためのマナー
講習会
初めての方、ぜひご参加ください。
日5月18日㈰午前9時30分～11時30分
内警察犬訓練士による実技指導、質疑応
答、愛犬交流、災害時での飼い犬の特性
確認　他
人飼い主と飼い犬20組（先着）
場申午前9時～午後5時に、電話か直接
しながわ中央公園管理事務所（区役所前
☎5740－5037）へ
問公園課公園維持担当☎5742－6789

産業技術高専オープンカレッジ「芭蕉と
『おくのほそ道』の旅（祭神への畏敬）」
講師が一人徒歩でたどった実地踏査の
体験から、旅の実態とその文学性や芭蕉
の人生観をみる。　
日6月21日㈯、7月19日㈯、9月20日㈯、
10月18日㈯午前10時～正午（全4回）
人30人（抽選）
￥2,600円
場申6月5日㈭（消印有効）までに、は
がきかFAX、Eメールで講座名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番
号を産業技術高等専門学校（〠140－
0011東大井1－10－40Fax3471－6338
office@s.metro-cit.ac.jp）へ

問文化スポ－ツ振興課生涯学習係

ＮＴＴ東日本関東病院
もしもし医学セミナー「腰痛」
日5月31日㈯午後2時～4時
内腰痛のメカニズム・予防・治療～ペイ
ンクリニック科的アプローチの紹介
人170人（先着）
場申月～金曜日の午後1時～3時に、電
話で同病院（東五反田5－9－22☎3448－
6651）へ
問健康課☎5742－6744

環境学習講座「小笠原諸島の自然」
小笠原諸島は一度も大陸とつながったこ
とがない「海洋島」です。同じ海洋島ガ
ラパゴスの話を交えて紹介します。小学
校高学年の方にもわかりやすい内容です。
日6月8日㈰午後2時～4時　
講師／倉田智子（環境カウンセラー）
持ち物／筆記用具
人30人（先着）
場申6月2日㈪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☎・Fax5742－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

星薬科大学公開講座
「春の薬草見学会」
日5月24日㈯

第1部（講演）
午前10時30分
～11時30分

「茶の魅力を暮らしに生
かす」
講師：山口聰（元玉川
大学農学部教授）

第2部（キャン
パスツアー）
午後1時～3時

薬草見学・アロマ関係
ミニ講義など

人第1部は16歳以上の方150人（先着）
※第2部はどなたでも参加できます。
場参当日、第1部は午前10時20分、第2
部は午後0時50分までに同大学（荏原2－
4－41）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

公開講座「共感から響
きょうかん

関へ」
～心響き合う関わりが育むもの
保育サポーター養成講座の公開講座です。
日6月18日㈬午後7時～9時
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
講師／北島尚志（あそび環境Museumア
フタフ・バーバン理事長）
人高校生以上の方80人（先着）

￥500円（テキスト・資料代）
申6月12日㈭までに、往復はがきかFAX、
Eメールで講座名、住所、氏名、電話・
FAX番号、参加の動機をふれあいの家－
おばちゃんち（〠140－0001北品川2－
28－19☎・Fax3471－8610 fureai@
obachanchi.org）へ
問子育て支援課☎5742－6720

外国人と親子でクッキング
スターシェフ・品川厨房
日本人・外国人親子が楽しく学べる、や
さしい日本語と英語を使った料理体験
ワークショップです。
日時（全4回） 内容

6月1日㈰
午後2時～4時

インドのキーマカレーナン
＆世界のカレークイズに
挑戦

6月29日㈰
午前9時30分
～11時30分

めざせ！寿司職人
カッコいい舟形握りと細
巻きを伝授

7月13日㈰
午後2時～4時

ハワイアンパンケーキ×豆
腐ミックス＆フラダンスの
ひみつ

8月31日㈰
午前9時30分
～11時30分

みんなでワイワイ流しそう
めん＆英語deそうめん・う
どん・そば・パスタ

場荏原文化センター（中延1－9－15）
講師／横山由香理（英語指導者）、徳増
和佳奈（フードプランナー）、前田淳（調
理師）他
人日本人・外国人親子各15組（抽選）
￥2,500円（材料費）
主催／英KIDS
申5月22日㈭（必着）までに、電話か
FAXに「英KIDS」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、お子
さんの氏名・年齢、外国籍の方は国籍
を地域活動課国際担当（☎5742－6691
Fax5742－6878）へ

講座・講演

26年度軽自動車税の
納税通知書が発送されました

軽自動車税は、全額が品川区の財源として、区民の皆さん
の生活に生かされています。登録などの手続きについては
車種により窓口が異なりますのでご注意ください。
　　　　　 税務課税務係（本庁舎4階☎5742－6667）

6月2日㈪ は、26年度軽自動車税の納期限です 　期限までに納付をお願いします

26年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自
動車・二輪小型自動車を所有している方。
※4月2日以降に廃車・譲渡の届け出をされても、今年度1年分の
税金がかかります。

軽自動車税を納めていただく方

納付できる場所 軽自動車税納税証明書について

125cc以下の原付バイク
小型特殊自動車

税務課税務係
☎5742－6667

126cc以上のオートバイ
関東運輸局東京運輸支局
東大井1－12－17
☎050－5540－2030

軽四輪（乗用・貨物）
軽三輪

軽自動車検査協会
東京主管事務所
港区港南3－3－7
☎3472－1561

廃車や登録などの手続き

問い合わせ

既に廃車・譲渡したにもかかわらず、納税通知書が届いて
しまった方は、手続きが完了していない可能性があります。
詳しくは税務課税務係までお問い合わせください。

●コンビニエンスストア　
●金融機関
●ゆうちょ銀行・郵便局
●税務課　　　
●地域センター
※携帯電話（スマートフォンを含む）でいつでも
納付できる、モバイルレジも利用できます。
問税務課収納管理係（本庁舎４階）
☎5742－6669

車検の時には納税証明書が必要になります。証明
書は税務課の窓口で発行しています。
※地域センターでは発行できません。

既に所有していない場合や品川区外へ
転居したときは手続きが必要です。

軽自動車税の減免制度
条例・規則に該当する場合には、軽自動車税
が減免される制度があります。
減免車両の範囲／
・身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの
方が利用する車両（障害の区分によります）
・車の構造が身体障害者の方などが利用する
仕様になっている車両（昇降装置など）
・生活保護を受けている方が利用する車両
※減免は所有している車両のうち、１台のみ
受けられます。
申請期限／5月26日㈪　※納付期限の7日前まで。

①車両を廃棄したとき
②車両を譲渡したとき（名義変更・下取りなど）
③住所や車両の定置場を品川区外に変更したとき
④ 車両やナンバープレートを盗まれたとき（警察への届け
出後、区役所などにも届け出が必要です）



メイプルカルチャー講座
現在募集中の講座です。定員になり次第
締め切ります。
①はじめてのやさしい太極拳
日5月23日～6月20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
②親子リトミック
日5月17日～6月21日の土曜日
1～2歳児クラス＝午前10時～10時40
分、2～3歳児クラス＝午前10時50分～
11時30分（全4回）
※全5回のうち2回目からの途中入会。
人各12組（先着）
￥各7,440円（教材費込）
③オルネ・リボン・プリザーブドフラワー
アレンジ
日5月20日㈫、6月17日㈫
午前10時～正午（全2回）
※全3回のうち2回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥Aコース10,500円・Bコース7,950円
（教材費・花材費込）
④基礎から学ぶ長唄三味線＜30分個人
稽古＞
日5月16日～6月27日の金曜日
午後5時～8時20分のうち30分間（全5
回）
※全6回のうち2回目からの途中入会。
人6人（先着）　￥15,000円
⑤中国語初中級
日5月21日～6月18日の水曜日
午後6時45分～8時15分（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
5月14日㈬の体験受講（500円）が必要。
人簡単な会話ができる方10人（先着）
￥13,808円（テキスト代込）

⑥初心者から経験者まで基礎からはじめ
る絵画教室
日5月23日～6月27日の金曜日
午前10時～正午（全3回）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥5,300円（モチーフ代込）
―――――――　共　通　―――――――
場申電話で、同センター（西大井駅前
☎3774－5050）へ

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
皆さんに出していただいたアルミ缶は資
源として集めています。親子で、楽しく、
リサイクルの過程を追いかけ取材します。
日6月14日㈯（午前7時50分区役所集合・
午後6時解散、往復バス）
場品川区資源化センター、三菱アルミニ
ウム鋳造工場（静岡県駿東郡小山町）な
ど
人区内在住で、リサイクルに関心のある
小学生以上の親子40人（抽選）
※昼食各自。
申5月23日㈮（必着）までに、電話かはがき・
FAXに「追っかけ隊」とし、参加者全員
の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番
号を品川区清掃事務所（〠141－0032大
崎1－14－1☎3490－7098Fax3490－
7041）へ

品川清掃工場見学会
日5月24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5月22日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

品川＆早川ふるさと交流～ナイトハ
イクプラン　コウモリウオッチング
日が沈むと動き出す野生動物たち。探知
機を使ってコウモリを探しに出かけま
す。コウモリの不思議に迫りましょう。
日6月4日㈬～12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
￥中学生以上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

品川＆早川ふるさと交流
虫とりと川遊び体験
自分で作った虫とり網でセミなどをつか
まえたり、川遊びを体験します。
日①7月20日㈰～22日㈫
②7月26日㈯～28日㈪
（午前7時15分区役所集合・午後5時30
分解散、2泊3日、往復バス）
宿泊／町営ヴィラ雨畑（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の方各23人（抽選）
※小学生以下は保護者と参加。
￥各15,000円、小学生以下各9,000円
（交通費、宿泊費など）
申5月30日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「虫とり」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

（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

●協定宿泊施設の宿泊費を割引します
早川町内の協定旅館に宿泊するとき、一般料金の
1割引で利用できます。
※年末年始などの特定期間は割引除外の施設があ
ります。
○品川区国民健康保険、後期高齢者医療制度の加
入者は、1割引のうえ、1泊につき2,000円の助成
が受けられます。詳しくは、国保医療年金課保険
事業係☎5742－6675へお問い合わせください。

●町営宿泊施設の宿泊費を補助します
早川町の町営宿泊施設「ヘルシ－美里」「ヴィラ雨
畑」に宿泊するとき、1泊につき2,000円（区内在
住の方・年度内3泊まで）を助成します。

●町営宿泊施設へのタクシ－代を
　助成します（区民2人以上）
早川町はバスの本数が少なく交通が不便なため、
電車利用の方が町営宿泊施設までタクシ－を使用
する場合、下部温泉駅からの片道タクシ－代を助
成します。
※区内在住の方2人以上でご利用ください。
※事前の予約と、一部自己負担（1人1,000円）が
必要です。

●町営バスを交流事業の送迎用に
　利用できます
20人以上の団体が早川町内に宿泊し、交流事業を
実施するとき、町営バスを使用して区内から割安
な料金で送迎します。※事前予約が必要です。

●各種「体験教室」を利用できます
早川町では、「南アルプス邑

むら

・技と遊の体験教室」
を開催しています。
内そば打ち、籠作り、豆腐作り、コンニャク作り、
ウインナ－作り、陶芸、すずり作り、木工など
※講師料や材料費がかかります。10人以上の団体
には、講師料などの一部を助成する制度もありま
す。

品川
早川
区民交流の区民交流の
支援事業ご案内支援事業ご案内

& ふるさと事業
問地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

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

除草作業のできる会員さん緊急募集！
区内のご家庭などでの草取り作業です。初めて
の方でも、親切、丁寧に指導しますのでご安心
ください。

●技能の仕事：ふすま・障子張り、雨樋
ど い

工事、洋
服補修、出張着付け、和裁仕立てなど
●事務の仕事：毛筆筆耕、あて名書きなど
●管理の仕事：学校・マンションなどの管理、駐
車場管理、自転車整理など
●サービスの仕事：家事援助、区広報の配布、児
童送迎、交通指導、見守りなど
人区内在住で、健康で働く意欲のある60歳以上の
方
￥2,500円（年会費）
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713

シルバー人材センターシルバー人材センター
会員募集会員募集

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。

東日本大震災被災地（岩手県、宮城県、福島県、茨城県）への
義援金受付（27年3月31日㈫まで）
日本赤十字社 ☎3438－1311
※振込先は、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（4月27日現在）257,063,500円
4月27日現在、256,163,520円を岩手県宮古市（118,500,000円）・福島県富
岡町（119,500,000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

日程（全3回） テーマ・講師

6月28日㈯
イージーオイル時代の終えんと21世紀の地球社会
山本達也（地球市民学科准教授）

7月5日㈯ コミュニケーションのしくみ　相亰美樹子（地球市民学科教授）

7月12日㈯
グローバル化時代に公共の財を考える生き方とは
鈴木直喜（地球市民学科教授）

※時間は午後2時～4時。

催　し ★

★

区民大学連携講座
清泉女子大学大学院地球市民学専攻 地球市民セミナー　グローバル化時代を豊かに生活するために

場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人16歳以上の方50人（抽選）　
託児／1歳～就学前のお子さん2人以上で実施
申6月9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
○区ホームページから電子申請もできます。



古紙配合率80％再生紙を使用しています

● いま、品川区では。
● しながわ情報メール（しなメール）
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広　報
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。

3月21日㈷、きゅりあんで「しながわ子ども未来フェスタ」
が行われ、多くの親子連れでにぎわいました。バンド演
奏のほか、イベントホールではシンボルタワーを作ったり、
参加者が勇者になってアイテムを探す冒険イベントなどを
実施。子どもたちは各ブースを巡って楽しんでいました。

しながわ子ども未来しながわ子ども未来
フェスタ2014開催フェスタ2014開催

3月28日㈮、発達障害者支援施設「ぷらーす」・上大崎つばさ
の家（上大崎1）の開所式が行われ、近隣の方など約50人が参
加しました。「ぷらーす」は、発達障害のある方への就労継続
支援などのサポートを行う施設で、「上大崎つばさの家」は知
的障害者向けの介護サービス包括型グループホームです。

ぷらーす・上大崎つばさぷらーす・上大崎つばさ
の家開所式の家開所式

3月11日㈫～28日㈮、区役所で「品川区デイサービスセン
ター合同作品展」を開催。区内でデイサービスを利用する
高齢者の方が制作した作品が一堂に集められ、ひな飾りや
干
え と

支の午
うま

をモチーフにした作品、編み物など、バリエーショ
ンに富んだ作品が出展されました。

デイサービスデイサービス
合同作品展合同作品展

3月16日㈰、大井町駅前中央通りで「ビーチバレーボール
in品川」を開催。西堀健実選手らがエキシビションマッチ
を行い約5,000人が訪れました。会場では、区内の大使館・
領事館の協力により、各国の料理や物産の紹介も行われて
おり、オリンピックや世界を意識したイベントとなりました。

大井町駅前で日本初　大井町駅前で日本初　
公道上ビーチバレー開催公道上ビーチバレー開催

3月12日㈬～17日㈪、区民ギャラリーで「しながわキッズ
写真展」を開催。「みつけたよ！ わたしの好きな　しながわ」
をテーマに撮影された写真265点を展示。最優秀賞にあた
る品川区長賞には、浜川小学校の有坂るりさんの「今と昔
のあわさった景色」が選ばれました。

しながわキッズ写真展しながわキッズ写真展

3月29日㈯、知的障害者のための通所施設「南品川むつみ園」
（南品川5）の開所式が行われました。知的障害者の日常生
活や社会生活上の訓練を提供するほか、運営する福栄会の
他の施設や地域との交流を行います。小規模だからこそで
きる、一人ひとりにあった支援を行っていきます。

「南品川むつみ園」　「南品川むつみ園」　
開所式開所式

4月3日㈭、旧東海道周辺の商店街でおもてなしの気持ちを
込めて、外国人観光客を積極的に受け入れる雰囲気を作り
上げようと「英語少し通じます商店街」プロジェクトがス
タート。実際に買い物客に扮した外国人に、店主はキーフ
レーズを駆使し、英語による接客に挑戦しました。

英語少し通じます英語少し通じます
商店街商店街

4月13日㈰、区役所の日曜開庁利用者が、15万人に到達し
ました。記念すべき15万人目の利用者は、婚姻届を提出し
にきた半田さんと今西さん。窓口では、濱野区長が婚姻届
を受理し「おめでとうございます。確かにお2人の婚姻届を
受理しました」と述べ、記念品を手渡しました。

日曜開庁の利用者　日曜開庁の利用者　
15万人到達15万人到達

しながわ水族館春休み特別企画

3月15日㈯～4月7日㈪、しながわ水族館で
春休み特別企画「なでなで体験inしな水～
生きものたちとふれあおう～」を開催。来
館者はトラザメやデンキナマズなどに実
際に触れて楽しんでいました。

五反田ふれあい水辺広場でケータリングスタート

3月21日㈷から、五反田ふれあい水辺広場
でケータリングカーによるランチ販売がス
タート。区は河川のにぎわい創出のために
同事業を支援。あわせてティータイムで
の販売や野菜市なども実施しています。

清掃美化活動を実施

3月19日㈬、「しながわCSR推進協議会」
の社会貢献活動の一環として、会員企業
による清掃美化活動が行われ、14事業所
59人が参加。大井町駅・西大井駅周辺な
どに分かれて多くのごみを集めました。

非核平和パネル展

3月12日㈬～27日㈭、区役所で非核平和
パネル展を開催。広島・長崎に原子爆弾
が落とされた当時の写真や、毎年、広島・
長崎へ派遣している中学生・青少年の平
和使節の様子などを展示しました。

しながわ
写真
ニュース


