
〠140−8715  品川区広町2−1−36　 代表番号  ☎3777−1111  広報広聴課 ☎5742−6644　Fax5742−6870  http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

広　報
毎月1・11・21日発行

平成26年（2014）

じ

5/21
1915号

品川区のメール配信システム
…………………………………………8

も
く
じ

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity

携帯電話用ホームページ
http://www.city.
shinagawa.tokyo.jp/mbl/

   、品川区では。まい環境情報活動センター特集： 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。

あなたの身近な環境について
考え、学び、活動できる場
　私たちの暮らしと密接な関係にある環境。
　水と緑、気象、資源など様々な範囲に及ぶ環境の問題について、情
報を発信し、環境活動の支援を進めるのが環境情報活動センターです。
　環境について気になることがありましたら、まずは環境情報活動セン
ターへ。環境は「誰か」のではなく、私たち「一人ひとり」の生活に
関わる問題です。
問い合わせ 品川区環境情報活動センター
（第三庁舎3階☎5742−6533 http://shinagawa-eco.jp/）
環境課☎5742−6749

環境のために、「今できる一粒の種をまき」、育てよう
NPO法人「エコタウンしながわ」副理事長  大島正幸さん（気象予報士）

　品川区環境情報活動センターは、NPO法人「エコタウンしながわ」が区より
委託を受け運営しています。区民や区内企業に対して、環境についての基本
的な情報を伝えることを目的にしており、その活動の中心には、年間を通して
行っている「環境学習講座」があります。毎回様々なテーマを設け、講師の先
生によるお話を聞くというものですが、座学だけでなく、体験型の講座もあり、
楽しんで学んでいただける内容となっています。また開催した講座のレポート
はすべてホームページに掲載しており、自由に閲覧することができます。
　「見上げた空がクリーンであるよう　今できる一粒の種をまこう」
　これはセンターが発行している情報紙『しながわECOだより』の表紙に掲げ
ている言葉です。センターで得た知識を「一粒の種」として皆さんに持ち帰っ
ていただき、家庭で、地域で、職場で、その種を育てていただければと願います。
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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〉）
6月14日㈯・28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。

 リサイクル情報紙「くるくる」
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。7月号の掲載申し込みは、6月23日㈪までに電
話かFAXでお申し込みください。

  フリーマーケット
■出店者募集
●6月7日㈯午前9時30分～午後2時
※雨天の場合は8日㈰。
募集数／50店　出店料／600円
場申当日、しながわ区民公園（勝島3−2）へ
問守本☎3763−7613
■お越しください
●6月12日㈭午前10時～午後1時　※雨天中止。
場峰原公園（大崎3−17）
問菊田☎3490−8407

  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・年齢の確認ができるものが必要です。
手数料／出品1点につき100円（家具は300～500円）
定休日／両店とも水曜日
※販売実費として、売り上げの42％をいただきます。
※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）。
●大井町店「バッグフェア」
募集期間／5月22日㈭～6月5日㈭
販売期間／6月1日㈰～26日㈭
※出品は1人1回5点まで。予約してからお持ちください。
※袋物やブランド品などは受付できません。
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
●旗の台店「婦人用ハンドバッグ・キャリーバッグ」
の出品募集
日5月23日㈮～27日㈫午後1時～4時
※出品は1人1回10点まで。予約なしで身分証明書を持っ
てお越しください。
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Fax

ペットボトルの中に雲をつくってみる実験です。ペット
ボトルの中には水の代わりに揮発性の高いエタノール
が少し入っていて、キャップのついたポンプを押すと空
気が中に入り、気圧の上昇とともに温度が上昇。今度
は逆にキャップを一気に開けると、急激に温度が下がり
雲が現れます。

二酸化炭素は本当に
地球の温度をあげて
しまうのでしょうか。
箱に入れた空気と二
酸化炭素を暖め、温
度の変化を観察する
実験をしました。

秋山清さん、智也くん、陽人くん
　子どもが行きたいというので応募したので
すが、「飽きてしまうのでは？」と思ってい
ました。ところが実験など工夫されていて、
素晴らしい内容。子どもも楽しんでいました。

実験などの
工夫が楽し

いです！

地球温暖化
の

仕組みがよ
く

わかりま
した。

横谷和子さん
　地球温暖化の問題について、その
仕組みと環境への影響について改め
て納得できる内容でした。地球の平
均気温が0.7度上昇しただけで、南極
で生まれたペンギンの赤ちゃんが危
険にさらされるなんて…。できるこ
とを少しずつでも取り組んでいく必
要があるな、と思いました。

大人の勉強
にも

なりまし
た。

佐久間雄広くん
　宇宙や星、地球のこと、地球温暖化の
問題に関心があり、今回申し込みました。
雲づくりが楽しかったです。地球儀づく
りは疲れたけど、できあがったらとても
きれいで、うれしくなりました。

大大
なりりまましし

た。

環境について学ぼう！
毎月開催しています
「環境学習講座」

環境について学ぼう！
毎月開催しています
「環境学習講座」

環境について学ぼう！
毎月開催しています
「環境学習講座」

　毎回テーマを変え、環境について学べる講座を開催しています。講義だけでなく、
自然の中へ出かけたり、ものをつくったりと体験型の講座もあります。
　特に小学生と保護者を対象とした講座は人気があり、学んだことが記憶として残
るよう、実験や作品づくりを取り入れるなどの工夫をしています。今回は毎年恒例
の人気講座「気象予報士から学ぶ気象と環境」の様子を紹介します。

地球儀づくりが
楽しかった
（智也くん）

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。

雲の画像で地球儀を作りました。地球儀
にハサミで切った画像を貼っていくと、
地球をおおう雲の様子がわかります。雲
に国境がないように、地球環境にも国境
はありません。地球環境のために、何が
できるか考えてみましょう。
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ホームページ・情報紙 セミナールーム

　ホームページや環境情報紙『しながわECOだより』
には、「環境学習講座」に関するお知らせ、区内の環境
活動など、様々な環境情報を掲載しています。地域セ
ンターなどでも配布しています。ぜひご利用ください。

資料コーナー

　環境に関する本や雑誌、写真集、絵本などをそろ
えたコーナーです。専門書から子ども向けの図書ま
で自由に閲覧できます。またパソコンによる情報収
集も可能です。

対象／区内在住・在勤・在学で、環境問題に関心のある方（中
学生以下は保護者の許可が必要）
登録期間／1年間（4～3月。年度途中に登録した方は翌年度3
月末まで）　※翌年度も自動継続して登録。 ただし1年間情報
提供がない場合は、 自動的に登録抹消。
応募方法／登録申請書をＥメール（center@shinagawa-eco.
jp）か、郵送（〠140−8715品川区役所）で同センターへ
※申請書はセンターホームページからダウンロードできます。
「庭のアジサイの花が咲きました」といった花の開花情報、地域の環境イベント情報、環境活動
など、身近な環境情報をメールなどで配信可能な「環境記者」を募集しています。提供していた
だいた記事や写真は、ホームページなどに掲載します。

　これから開催する前期の講座を紹介します。応募方法については環境情報活動センターのホームペー
ジや本紙などでお知らせします。

「環境学習講座」

　しながわ中央公園において、ECOフェスティ
バルが開催されます。会場には、環境について
の様々な展示やアトラクショ
ン、出店ブースなどがそろい、
環境について楽しみながら、
考え、行動する機会となって
います。
問環境課☎5742−6755

し な が わ
ECO

　環境に関する活動を行うことを目的とした団体・個
人の方に無料でご利用いただけるスペースです。セ
ンターホームページから空室日検索・予約ができま
す。詳しくはお問い合わせください。
※営利目的、政治活動、宗教活動、公序良俗に反す
る行為では使用できません。

絆
きずな

ひろげるボランティアシップ

気になる講座が目白押し！

環境記者
募 集 中

環境情報を
お寄せ
ください！

講座名（予定） 開催日 対象 内容
LED照明で快適生活
～LEDを光らせてみよう 6/29 中学生以上 LEDの省エネ効果、効果的な使い方などを学ぶ

（本紙7ページで募集しています）
新エネルギーと
風力発電機作り 7/6 小学生と保護者 新エネルギーを利用してどのように電気は作ら

れているかを学ぶ
コラージュで飾る♫
保温・保冷マグカップ作り 7/13 中学生以上 雑誌の切り抜きなどを使ったオリジナルマグ

カップづくり

夏休みこども環境学習講座
「生きもの博士になろう」

7/19
7/24
7/26

小学生 （3日間、異なる内容で行う）

お水の教室
公園でろ過実験をしてみよう 7/27 小学生と保護者 世界の水問題と身近な暮らしの水について

夏休みこども環境学習講座
「気象予報士から学ぼう」

8/1
8/2
8/3

小学生 （3日間、異なる内容で行う）

バナナのDNA抽出実験と
生き物の保護 8/10 小学生と保護者 バナナから遺伝子の本体であるDNAを抽出する

フェスティバル2014

記者同士の情報交換会も年3回開催して
います

ホームページに環境記者
からの情報を掲載

エコ

5月25日㈰午前10時〜午後3時

環境情報活動センターも参加し、皆さんとともにフェスティバルを盛り上げていきます。

しながわ中央公園（区役所前）
中小企業センター（西品川1−28−3）

場所

〈
広
告
〉

※新聞を購読しておらず、
高齢である・障害がある・
子育て中などで入手困難
な方には郵送しますので
お問い合わせください。
問広報広聴課
☎5742－6644

「広報しながわ」は毎月1
日、11日、21日（8月
11日を除く）に新聞折り
込み（読売・朝日・毎日・
産経・東京・日経）して
いるほか、区内の34駅・
公衆浴場・スーパー文化
堂・ゆうぽうと・郵便局
と区施設に置いています。

○「西品川郵便局」（西
品 川2－14－3） は5
月26日㈪に移転・改
称し、「大崎駅西口郵
便局」（大崎2－11－1
大崎ウィズタワー3階）
となります。
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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）
5/21情報館 情報館は4〜7ページです。

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 ………………… 10,255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

シルバーパスのお知らせ

品川区ジュニア囲碁フェスタ2014

児童水泳宿泊研修会

ひとり親家庭学習支援事業「ぐんぐんスクール」

スポクラ・しながわ　ジュニア・エアロビック体験教室

①ゆかり先生のよくわかる入門囲碁教室
親子で参加できます。
②区長杯選手権（ノーハンデ戦）
小学生の部＝段・級クラス別、中学生の部
￥500円
③棋力認定大会（7 ～19路盤クラスハンデ戦）
全員に日本棋院認定状を差し上げます。
￥500円
――――――――――――共　　通――――――――――――
日6月22日㈰午後1時～5時（受付は正午から）
場きゅりあん（大井町駅前）
人区内在住か在学で中学生以下のお子さん
①200人（先着）②50人程度 ③150人程度
※①は保護者も可。
※小学生以下は原則として大人の引率者が必要。
申6月10日㈫までに、往復はがきに「ジュニア囲碁」とし、番号、
住所、氏名、電話番号、学校名、学年（年齢）、棋力（段や級か
囲碁を始めてどのくらいか）、保護者名、①は参加者全員の氏名
を文化スポーツ振興課文化振興係へ

日7月25日㈮～27日㈰（2泊3日、往復バス）
場長野県木島平
人小・中学生50人（抽選）
￥34,000円（保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申6月7日㈯（消印有効）までに、往復はがき（1人1枚）で研修
会名、住所、氏名、電話番号、学校名、学年、泳力（クロール
で何m）、保護者名をスポーツ協会へ
※参加者には6月28日㈯午後4時～5時、総合体育館で説明会を
行いますので必ずご参加ください。 ※時間は午後2時～4時。

内社会人や学生ボランティアによる個別型学習指導
人区内在住で、ひとり親家庭のお子さん小学4～6年生、中学・高校生各20人（先着）
持ち物／学習したい教材・筆記用具
申6月21日㈯までに、電話（午前10時～午後6時）かFAX、Eメールで住所、氏名、学年、電話番号、
保護者名をキッズドア（☎070−6455−2480Fax6862−6093 shinagawa-gungun@kidsdoor.
net）へ
問子育て支援課児童家庭相談係☎5742−6589

日6月6日～7月25日の金曜日
午後5時30分～7時
人小・中学生
￥1回300円
場参当日、運動のできる服装で上履きを持って城南小学校（南
品川2−8−21）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

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

区立保育園・幼稚園では、保育体験や育児相談などを行っています。園児と一緒に遊んだり、お話
会など楽しいプログラムを用意しています。
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

●園庭開放
　月～土＝平塚保（午前10時～午後4時）
　月～金＝ 大井保、西品川保、冨士見台保
　　　　　伊藤保・二葉保（午前9時～正午）
　　　　　東五反田保（午前10時～正午）
　水＝ 第一日野すこやか園（午後0時30分～2時30分）
　　　台場保
　水・金＝荏原保（午前10時～11時）
　3日㈫・10日㈫・17日㈫＝ 伊藤幼（午後2時～3時）
　5日㈭・23日㈪＝ 八潮わかば幼
　　　　　　　　　（午前10時30分～正午）
　10日㈫・17日㈫・24日㈫＝西中延保
　18日㈬＝ 平塚すこやか園（午前10時30分～11時

30分）、城南幼（正午～午後1時30分）、
二葉すこやか園（午後1時30分～3時）

●身体測定
　 3日㈫＝西五反田保、東品川保、五反田保
　 5日㈭＝東大井保
　 6日㈮＝五反田保
　 9日㈪＝品川保
　10日㈫＝荏原西保
　12日㈭＝西中延保
●子どもまつり
　 5日㈭＝北品川保
　 6日㈮＝八ツ山保、東品川保

●リズム体験
　木＝南大井保（午前9時45分～）
　12日㈭・26日㈭＝二葉保
●おたのしみ会
　4日㈬・5日㈭＝五反田保
●給食を知ろう会
　 6日㈮＝ゆたか保
　20日㈮＝三ツ木保
●キッズタイム
　月＝伊藤保（午前10時～11時）
●お庭で遊ぼう
　11日㈬・25日㈬＝ゆたか保
●絵本コーナー開放
　12日㈭＝西中延保
●からだの話（歯科指導）
　10日㈫＝中原保
●プール開き
　27日㈮＝八ツ山保
●お茶会
　6日㈮＝小山台保
●保育体験
　年間を通して実施

　6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。各園の問い合わせ先は区ホー
ムページでご覧ください。

吉原由香里六段

日程（全20回・土曜日） 会場
7月5日、8月2日・16日・30日、9月13日、10月11日、11月8日、12月6日、
27年1月10日、2月14日

荏原第五区民集会所
（二葉1−1−2）

7月12日・26日、8月9日・23日、9月20日、10月25日、11月22日、12月20日、
27年1月24日、2月28日

荏原第一区民集会所
（小山3−22−3）

●品川区国保基本健診の受診券をお送りしています
4月1日現在、品川区国民健康保険に加入している40 ～74歳
の方へ「国保基本健診」の受診券を5月中旬から送付していま
す。受診券が届いてから27年3月末までに区内契約医療機関で
受診してください。
※後半になると混み合うので6～8月の受診がお勧めです。
※受診について詳しくはお問い合わせください。
問国保医療年金課保健指導係☎5742−6902

スタートは「けんしん」
ゴールは健康！

　30年ほど前までは、エイズは死に直結する病とされていました。しかし今では医療の
進歩によって感染初期に治療をすれば発病を遅らせ、通院でコントロールできるように
なりました。
　最近では、HIVに感染していると気づかずにエイズを発病し手遅れになってしまうケー
ス（いわゆる「いきなりエイズ」）の患者が増えています。
　HIV抗体検査で感染を早期発見し、手遅れにならないうちに治療することが重要です。

HIV即日検査を無料・匿名で実施します
検査当日に結果が判定できる即日検査を実施します。検査は、感染の機会があった時から3カ
月以上経過していれば可能です。
日6月28日㈯
午前10時〜正午=検査の説明、相談、採血
午後1時から=検査結果の説明、カウンセリング
場品川保健センター
人50人（先着）
申6月9日㈪～26日㈭の正午～午後6時に専用
電話5259−0255へ
※土・日曜日を除く。
問保健予防課感染症対策係☎5742−9153

6月は東京都HIV検査・相談月間です

○左記以外にも、区ではHIV抗体検査（予
約制）を行っています。無料・匿名で受
けられます。
①品川保健センター
日第1・3木曜日午前9時～10時
場申電話で同センター☎3474−2225へ
②荏原保健センター
日第2・4火曜日午前9時30分～10時
場申電話で同センター☎3788−7014へ
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児童手当・児童育成手当の現況
届提出のお知らせ
児童手当・児童育成手当・障害手当を受
給している方に、5月下旬に現況届を郵
送します。現況届は、6月分からの資格
更新の確認を行うため提出が必要です。
提出しないと6月分以降の手当が支給停
止になりますのでご注意ください。
提出期間／6月2日㈪～30日㈪
必要な添付書類／
①児童手当を受給し厚生年金に加入して
いる場合は、受給者の健康保険証の写し

（国民健康保険組合に加入しており厚生
年金に加入している方は事業所が証明し
た厚生年金加入証明）
②児童育成手当か障害手当を受給してお
り障害で認定されている場合は、身体障
害者手帳や愛の手帳の写しか診断書
※26年1月2日以降に品川区に転入した
方は、前住所地の市区町村が発行する
26年度の住民税課税証明書か非課税証
明書（所得証明）が必要です。
※詳しくはお問い合わせください。
問青少年育成課手当・医療助成係
☎5742−6721

事務所スペースを貸し出します
区内で社会貢献活動やその他公益活動を
行っている非営利団体に、活動拠点とな
る事務所スペースを貸し出します。

使用開始／8月1日㈮予定
場こみゅにてぃぷらざ八潮「協働推進室」内

（八潮5−9−11）
種類 月使用料 募集数

半個室4人用（約10㎡） 6,800円 4ブース
半個室2人用（約5㎡） 3,400円 5ブース
オープン1人用（約2.5㎡）1,700円 2ブース
使用期間／3年以内
申 6月5日㈭までに、地域活動課で配布
する募集要項を確認のうえ、申請書を同
課協働・ふれあいサポート係（第二庁舎
6階☎5742−6605）へ持参
※結果は7月中旬にお知らせします。
※申請書と募集要項は、区ホームページ
からダウンロードもできます。

交通事故などによるけがで国民健
康保険を使うときは、必ず届け出を
　交通事故や傷害など第三者の行為によって
傷害を負い、国民健康保険を使って治療を受
ける場合は、必ず事前の届け出が必要です。
　状況を確認後、書類などを案内します。
すみやかにご連絡ください。
●次の場合、国民健康保険を使って治
療を受けることはできません
・加害者から治療費を受け取っているとき
・業務上のけがで労災保険が適用されるとき
・酒酔い運転、無免許運転などによるけ
がのとき
問国保医療年金課給付係☎5742−6677
※国民健康保険以外の保険（後期高齢
者医療制度を含む）に加入している方は
それぞれの保険者にご相談ください。

適正管理化学物質使用量などの
報告はお済みですか？
化学物質を使用している事業場は、公害を
防ぐために、適正管理化学物質使用量な
どの報告や化学物質管理方法書の作成が
義務付けられています。今年度は新たに震
災対策を盛り込んだ化学物質管理方法書
の作成をお願いしています。対象となる事
業場には、1月に資料を送付しているので、
6月30日㈪までに報告をしてください。
※対象事業場・対象物質など詳しくはお
問い合わせください。
問環境課指導調査係☎5742−6751
東京都化学物質対策課☎5388−3503

家庭用電気式生ごみ処理機購入
費の一部を助成します
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。
助成額／本体購入価格の3分の1（限度額
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
○区ホームペー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

新製品・新技術開発費助成
新製品・新技術の開発に要する費用の一
部を審査のうえ助成します。

募集期間／6月30日㈪まで
資格／区内で1年以上継続して事業を営
む計画のある中小製造業事業者
事業／製品の開発、機械器具または装置
の高性能化・省力化・自動化の開発、生産・
加工・処理のための新技術の開発など　
※27年3月までに開発が完了するもの。
助成額／対象経費の3分の2（上限1件250
万円） 
問ものづくり・経営支援課ものづくり支
援係☎5498−6333

東京都公害防止管理者の資格取
得のための講習
一部の工場に選任が義務付けられている

「東京都公害防止管理者（1種、2種）」の
資格を取得するための講習が行われます。
日1種＝①7月23日㈬～25日㈮
②8月19日㈫～21日㈭
2種＝③7月29日㈫・30日㈬
④8月28日㈭・29日㈮
場 ①豊島区立勤労福祉会館 ②南部労政
会館 ③ティアラこうとう ④東京自治会館
￥1種＝8,200円、2種＝5,700円
案内書配布場所／環境課（本庁舎6階）、
都庁案内コーナー（第一・二本庁舎1・2階）
など
申 6月24日㈫～26日㈭に申込書などを
都庁（第二本庁舎1階臨時窓口）へ持参
※詳しくは東京都環境局ホームページを
ご覧ください。
問環境課指導調査係☎5742−6751
東京都計画課☎5388−3435

お知らせ

ろば康ひ健

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

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） 6日㈮ 11日㈬ 13日㈮
うつ病あんしん相談 27日㈮ 11日㈬ 4日㈬
高齢期のこころの相談 24日㈫ 17日㈫ 17日㈫・25日㈬
児童思春期のこころの相談 4日㈬ 26日㈭ 26日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談 6月

問各センターへ

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）

5月25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25日㈰

 赤沼医院 大　井 2 −21−10 ☎6809−9236
 伊藤歯科医院 大　井 6 − 1 −14 ☎3777−8241
 嶋田歯科医院 平　塚 2 −14− 2 ☎3784−3684
 阿部整骨院 西品川 3 − 1 −20 ☎3490−2730
 誠道館清水接骨院 小　山 3 −16− 5 ☎3783−0685

  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24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

5月31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

小

内

内

小

小
歯
歯
骨
骨

内

内

小

小

薬
薬

薬

※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	

不登校・ひきこもりなどのお子さんの悩みを持つ家族同士で話し合う教室です。
日6月2日㈪午後2時～4時
場申電話で、品川保健センター☎3474−2904へ

お口の健康フェスティバル

日6月7日㈯午後1時～4時
内4・5歳児の希望者＝フッ化物塗布・ブラッシング指導、
保護者の方＝歯周病関連の唾液検査　※歯科相談、栄養相談も行います。
場参当日、スクエア荏原（荏原4−5−28）へ
問健康課保健衛生係☎5742−6745

思春期家族教室

がん検診など
　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・受診券有り）…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（受診券有り）…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
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
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

○ 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
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道路交通法の一部を改正する法律が施行されます

品川区固有教員（第7期生）を募
集します
採用予定日／27年4月1日㈬
人6人程度（選考）
職種／学校教育職員（教員）
資格要件／次のいずれかに当てはまる教
諭普通免許状をお持ちの方
①小学校（全科）と中学校（教科問わず）
の両方
②特別支援学校（盲・ろう・養護学校を
含む）に加え、小学校（全科）か中学校

（教科問わず）いずれか一方
③中学校（外国語〈英語〉）
一般選考＝昭和58年4月2日以降生まれ
経験者選考＝昭和46年4月2日以降生まれ
選考／第1次選考：択一式（一般教養、
教職教養）、論文＝7月27日㈰
第2次選考：面接＝8月30日㈯
採用面接選考：9月中旬
申込期間／6月2日㈪～7月7日㈪
※詳しくは指導課で配布する選考実施要
綱か区ホームページをご覧ください。
問指導課教職員人事係

（第二庁舎7階☎5742−6831）

初心者ボウリング教室
日6月20日～7月18日の金曜日
午前11時～午後0時30分（全5回）
場品川プリンスホテル

（港区高輪4−10−30）
講師／上原正雄（プロボウラー）
人20人（先着）
￥6,500円（ゲーム代・靴代込）
申6月13日㈮までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ

スポクラ・しながわの教室
●バドミントン体験会
日6月8日～29日の日曜日午後1時～3時
場芳水小学校（大崎3−12−22）
￥1回200円
●バレーボール教室
日5月13日～7月29日の火曜日
午後7時～9時
場台場小学校（東品川1−8−30）
￥1回100円
───────共　　通───────
参 当日、運動のできる服装で上履きを持
って各会場へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

西大井地区リフレッシュ健康体操
日6月3日～24日の火曜日
午後7時～8時30分（全4回）　
￥1回200円　※小学生以下無料。
運営／西大井地区スポ・レク推進委員会
場 参当日、運動のできる服装で上履きを
持って冨士見台中学校（西大井5−5−
14）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

9人制ねんりんバレーボール大会
日6月22日㈰午前9時から
場総合体育館
人男子の部＝45歳以上
女子の部＝50歳以上
試合方法／ブロック別トーナメント戦

（敗者戦あり）
￥1チーム12,000円
連盟登録チーム6,000円
申6月11日㈬までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ
※主将会議は6月18日㈬午後7時から総
合体育館。

日本民踊初心者向け講習会
日本各地の民踊を楽しく踊りませんか。
日6月3日～24日の火曜日
午前9時20分～11時20分（全4回）
￥2,500円

主催／品川区フォークダンス協会
場 参当日、運動のできる服装で上履きと
費用を持ってウェルカムセンター原（西
大井2−5−21）へ
問スポーツ協会

スポーツ講習会
日7月5日㈯午後1時30分～3時
場総合体育館
内みんなのラジオ体操講座～正しくやる
と効果倍増
講師／平岡亮一（日本体操研究所健康運
動指導士）
人小学生以上の方40人（抽選）
￥530円、小・中学生280円（保険料込）
申6月24日㈫までに、往復はがきかFAX
で教室名、住所、氏名、年齢、性別、電
話番号をスポーツ協会へ

夏季水泳指導員養成講習会・検
定試験

講習会
（全3回）

6/21㈯18:30～21:20
6/22㈰17:30～21:00
7/13㈰12:00～17:00

検定試験 7/21㈷  9:00～15:30

実技
100ｍ個人メドレー泳形審
査＝男子1分40秒、女子1分
50秒以内（年齢加算あり）、
潜行15ｍ

学科 指導法、指導員心得、安全
と救命法など

───────共　　通───────
場日野学園温水プール（東五反田2−11−
2）、総合体育館
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（プール入場料・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 スポーツ協会で配布する募集要項を
確認のうえ、6月10日㈫までに、費用を
持って同協会へ

フラダンス講習会
音楽に合わせて楽しみながら身体を動か
し、心身をリラックスしてみませんか。
日6月14日㈯・21日㈯
午前10時～11時30分（全2回）
講師／中澤知子・宇藤由美（芥川美佳ハ
ワイアンフラスタジオ指導員）
人40人（抽選）
￥860円（保険料込）
場 申5月31日㈯までに、往復はがきで講
習会名、住所、氏名、年齢、性別、電話
番号を戸越体育館へ

荏原地区サンデーテニス教室
初心者の方も歓迎します。
日6月8日～8月24日の日曜日（全12回）
午後5時～6時15分
※小中学生は午後4時～5時。
人小学4年生以上の方
￥1回300円、小中学生100円（保険料込）
運営／荏原地区スポ・レク推進委員会
場 参 当日、運動のできる服装で中延小
学校（中延1−11−15）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

家庭教育講演会
「学校・地域・家庭」

日6月9日㈪午前10時～正午
講師／濱野健（品川区長）
人430人（先着）
託児／2歳～就学前のお子さん20人（先
着）
※おやつ代100円。
○託児希望の方は6月2日㈪までに、電
話で庶務課へお申し込みください。
場 参 当日、直接荏原文化センター（中延
1−9−15）へ
※手話通訳つき。
問庶務課庶務係

（☎5742−6824 Fax5742−6890）

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）
5/21情報館 キッズクラブは4ページ、健康ひろばは5ページです。

スポーツ

求人

講座・講演

場きゅりあん（大井町駅前）
￥5,500円（全席指定）

発売開始／5月30日㈮
窓口販売  午前9時から／ きゅりあん・スクエア荏原・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
インターネット予約 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

8月22日㈮
午後7時開演

（午後6時30分開場）

杏里ライブツアー
ANRI LIVE TOUR 2014−SURF&TEARS−

25年6月に改正された道路交通法の一部が、6月1日に施行されます。主な改正点は以下のとおりです。

問品川警察署☎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、土木管理課☎5742−6782

26年度区立保育園非常勤職員登録者募集
区分 勤務内容 勤務時間 資格 時給 交通費
① 保育園

業務補助
週5日（月～土）   7:30 ～14:45のうち3時間

なし 各1,200円 ―
② 週5日（月～土）12:00 ～21:00のうち3時間
③

保育
スタッフ

週5日（月～土）   7:30 ～15:30のうち5時間

保育士資格＊
各1,500円 ○

（支給
規定
あり）

④ 週5日（月～土）12:30 ～20:30のうち5時間
⑤ 週5日（月～土）16:00 ～22:00のうち5時間 1,800円
⑥ 週3日（月～土）   7:30 ～20:30のうち7時間45分 1,500円

＜一定の病気などに係る運転者対策＞
免許取得・更新時に、政令で定める一定の病気などの症状に関する「質問票」の提出が義務づけられます。
※虚偽の記載は1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
※「質問票」の記載内容により免許取り消しとなった場合でも、病状が快復し免許を再取得できる状
態になった際には、試験の一部が免除されます（取り消しとなった日から、3年以内）。
＜悪質・危険運転者対策＞
免許が失効したため免許の取り消しを受けなかった者などの運転免許の再取得には「取消処分者講習」
の受講が必要となります。
○その他にも改正された道路交通法が施行されます。詳しくは、最寄りの警察署の交通総務係にお問
い合わせください。

＊保母資格の方は保育士登録が必要。
勤務期間／採用日～27年3月31日㈫　人18歳以上（高校生不可）で、健康で働く意欲のある方
申封筒に「非常勤職員」とし、写真付き履歴書に希望する区分を書いて保育課保育教育計画係（〠
140−8715品川区役所第二庁舎7階☎5742−6597）へ郵送か持参

「オリビアを聴きながら」
「悲しみがとまらない」
「CAT’S EYE」などの
大ヒット曲で知られる
杏里のサマーライブです。
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環境学習講座「LED照明で快適
生活～ LEDを光らせてみよう」
LEDの点灯体験を通して省エネになる仕
組みを学びます。
日6月29日㈰午後2時～4時　
講師／小宮章利（ジャパンソウル半導体
顧問）
人中学生以上の方24人（先着）
持ち物／筆記用具
場 申 6月23日㈪までに、往復はがきか
FAXで講座名、住所、氏名、年齢、電話・
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。

杉野学園春期公開講座「近代衣服の転
換点−19世紀英国のファッション事情」
流行の装いは本当に美しいのか。19世
紀の史料に基づき、従来服装史ではあま
り語られてこなかった部分に光をあて、
ひもといていきます。
日6月21日㈯午後2時～3時30分
場杉野服飾大学（上大崎4−6−19）
講師／鈴木桜子（杉野服飾大学講師）
人16歳以上の方100人（抽選）
申 6月6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
○区ホームページから電子申請もできま
す。

健康大学しながわ2014
第1回公開講座
日6月21日㈯午後2時30分～4時
場講堂（第三庁舎6階）
内「これならできる健康づくり！～伝え
よう家族、友達、お隣りさん」
講師／助友裕子（日本女子体育大学准教授）
人100人（先着）

申6月13日㈮までに、電話で品川保健セ
ンター☎3474−2225へ

障害者地域活動支援センター「逢
（あえる）」をご利用ください
利用には事前に登録が必要です。まずは
ご連絡ください。初心者も歓迎します。
●パソコン個別指導
分からない事や、やりたい事を個別に指
導します。　
日第1・2・4月曜日
①午前10時～正午②午後1時～3時 
※連続3回まで予約可（同日利用は不可）。
●パソコンテーマ別教室
毎月異なるテーマで作品を作ります。
日第3月曜日
①午前10時～正午②午後1時～3時 
※①②は同じ内容です。
￥1回100円
───────共　　通───────
人 身体障害者手帳か愛の手帳をお持ち
の方各4人（初めての方優先）
場 申 利用日の1週間前までに、電話か
FAXで障害者地域活動支援センター（旗
の台5−2−2☎5750−4996 Fax3782−
3830）へ
※手話通訳・要約筆記が必要な方はお申
し出ください。

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食生活を見直そう！四季の食材で作
る健康料理
日6月12日㈭午後1時～4時
人24人（先着）
￥3,500円（材料費込）
②ご当地マスコット「大崎一番太郎」の
キャラパン作りに挑戦！
日6月21日㈯午後1時～4時
人24人（先着）
￥2,500円（材料費込）

③フラダンス〈日曜〉
日6月1日㈰・8日㈰・15日㈰
午後2時～3時30分（全3回）
※全8回のうち6回目からの途中入会。
人24人（先着）
￥3,900円
④はじめてでも描ける油絵〈夜間〉
日5月26日～6月23日の月曜日
午後6時30分～8時30分（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥8,000円
⑤囲碁教室＜入門～初級＞
日6月14日㈯・28日㈯
午後1時～3時（全2回）
※全6回のうち5回目からの途中入会。
人20人（先着）
￥2,940円（テキスト代込）
⑥趣味の仏像彫刻
日5月26日～6月23日の月曜日
午後2時～4時（全4回）
※全9回のうち6回目からの途中入会。
人10人（先着）
￥10,980円（テキスト代込、教材費別）
───────共　　通───────
場①②きゅりあん（大井町駅前）
③④メイプルセンター（西大井駅前）
⑤⑥同八潮教室（八潮5−9−11）
申 電話で、①～④はメイプルセンター
☎3774−5050、⑤⑥は同八潮教室☎
5492−7305へ

品川＆早川ふるさと交流「ホタ
ル見ナイトプラン」
森の中の池に舞う無数のホタルを、ガイ
ドと一緒に観察しましょう。
日6月14日㈯～7月7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）
※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

シルバーセンター民舞民謡大会
利用者が日頃の活動の成果を発表します。
子どもたちと歌を通じた交流もします。
日6月6日㈮午前10時～午後4時
場 参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問高齢者いきがい課シルバーセンター係
☎5742−6946

しながわ公園フォトコンテスト
写真撮影を通して品川区内の公園に、よ
り一層の愛着を持っていただくため、皆
さんの撮った写真を募集します。
応募資格／一般の部＝区内在住か在勤
の16歳以上の方
子どもの部＝中学生以下のお子さん
応募点数／1人3点まで
対象作品／25年11月以降に、区内の公
園（しながわ水族館内も可）で撮影した
未発表作品
種類・大きさ／2Lプリント、四つ切りプ
リント、A4プリント
入賞作品発表／本紙27年3月1日号（予定）
応募用紙配布場所・申11月30日㈰まで
の午前9時～午後5時に、応募用紙・作
品をしながわ中央公園管理棟（区役所前
☎5740−5037）か東品川海上公園管理
棟（東品川3−9−21☎3471−3696）へ
持参

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）

   1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣

天体写真家林完次さんが、6月の特徴的な
天体や星座の見つけ方などを解説します。
日6月21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

   2 6月の天体観望会
　　「土星の環

わ

っかを見つけよう」
日6月13日㈮午後7時～8時30分
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。

　★6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｢なつのおほしさま｣、アニメーション「リーベルター
ス天文台だより～夏の星座の物語」
②午後1時30分③午後3時30分＝特集のお話　｢太陽系惑星ツアー～土星の環

わ

くぐりに挑戦！｣
※各回とも、前半は当日の星空解説。　※6月21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

申1は6月10日㈫、2は6月3日㈫（必着）までに、往復はがき（4人まで）で講
座名、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、1は6月12日㈭、2は6月5日㈭午前10時から電話受付

（先着）。

共
通親子シート

もあるよ

区の防犯マスコットである「しなぼう」とともに「しなぼうキャラばん隊」を結成し、地
域の防犯活動・防犯イベントに協力していただくＰＲマスコット（ゆるキャラ）を募集し
ます。また、区内を配達などで巡回しており、業務に付随して防犯パトロールを行ってい
ただける事業者も募集します。
内区と協定を結び、防犯イベントなどを盛り上げ防犯活動のPR
を行ったり、防犯ステッカーなどを貼付して配達などをするこ
とにより、区内の犯罪抑止を図りつつ地域の見守り活動を行う
人区内で活動するPRマスコット（ゆるキャラ）の所有者や集配
などの業務で区内を巡回地域とする事業者
※詳しくはお問い合わせください。
問地域活動課生活安全担当☎5742－6592

「しなぼうキャラばん隊」の募集

防犯マスコット
「しなぼう」

地
防 犯 活 動

域

　光化学スモッグは、夏場の晴れた風の無い日に起こりやすくな
ります。
　防災無線・掲示幕で光化学スモッグ注意報などをお知らせしま
す。発令された時は、次の事を心がけましょう。

品川保健センター☎3474−2221
大井保健センター☎3772−2666
荏原保健センター☎3788−7013

◎症状のひどい時は、病院で
診察を受け、最寄りの保健セ
ンターへご連絡ください。

①屋外になるべく出ない
②屋外での運動を控える
③ 目やのどに刺激を感じたら、洗顔・うがいをする

光化学スモッグにご注意！

問環境課指導調査係☎5742−6751



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
● 品川駅南地域まちづくりビジョン
● 集中豪雨に備えましょう

次号予告　6月1日号
平成26年（2014）

広　報

5/21
1915号

古紙配合率80％再生紙を使用しています

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
12月分の受付／6月1日㈰より
※年末年始（12月27日～1月3日）は1月分と一緒に7月1日
から受け付け、抽選となります。

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。
※紅葉シ−ズン（光林荘：10月18日・25日、11月1日・2日・8日）は繁忙期です。
11月分は5月31日㈯締め切りで抽選となります。
※光林荘は次の期間、施設改修工事のため休館となります。
11月10日㈪～21日㈮・12月1日㈪～19日㈮（土曜日を除く）
※区民の方は区の補助により料金の割引があるので、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/

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 6,260円 7,560円 10,260円
休前日 6,800円 8,100円 10,800円
繁忙期 7,760円 11,340円 14,040円

子ども（小学生） 通年 4,976円 7,560円 7,776円
※光林荘Ｂタイプ（トイレなし）は、上記の料金から540円引き。
※1名利用の場合は5,400円の割り増し。
※品川荘は、入湯税150円がかかります。
※区内在住の高齢者（70歳以上）と障害者、その障害者の介護者（住所問わず）
は、上記金額から1,000円を差し引いた金額となります（重複なし）。

1泊2食付き（区民＝区内在住・在勤の方）

料金

26年度繁忙期

現在、品川区メールマガジンに登録している方は、自動的に「しなメール」に移行さ
れますが、新たに加わった「緊急情報・防災気象情報」と「その他の防災気象情報」
を利用するには、別途登録が必要になります。

●「週末のイベント情報」に講座情報を追加し、「イベント・講座情報」として配信
●「緊急・重要なお知らせ」を追加し、安全・安心なくらしに必要な情報を配信
●気象庁が発表する気象情報（警報・注意報など）や地震情報などを24時間自動転送
※登録時に、受け取りたい情報を選択することができます。

「品川区メールマガジン」は、6月2日㈪から内容を充実させて
「しながわ情報メール（しなメール）」に生まれ変わります。

（しながわ情報メール）（しながわ情報メール）しなメールしなメール

「しなメール」コンテンツ

品川区からの
お知らせ

1. 品川区からのお知らせ
2. 広報紙情報
3. イベント・講座情報
4. ケーブルテレビ区広報番組情報

緊急情報・
防災気象情報

1.緊急・重要なお知らせ
2.地震情報（震度3以上）
3.警報・特別警報
4.大雨・洪水注意報　など

その他の
防災気象情報

1.津波情報（東京湾内湾）
2.河川洪水情報（目黒川）
3.乾燥注意報　など

登録について

●品川荘　夏期：8/9㈯～16㈯、年末年始：12/27㈯～27年1/3㈯　
●光林荘　紅葉シーズン：10/18㈯・25㈯、11/1㈯・2㈰・8㈯
　　　　　年末年始：12/27㈯～27年1/3㈯　

品川区のメール配信システムが
新しくなります

新しい電子
メール配信

システム

「しなメー
ル」

をよろしく
お願いしま

す

問広報広聴課☎5742－6612

問地域活動課☎5742－6687

新規登録を希望する
方は、6月2日㈪から
区ホームページの「し
なメール」から登録
できます。

ポイント
！

NEW!

NEW!


