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東京開催東京開催
区内会場で開催予定の競技を紹介します　　　

　　スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー
　　第1回　ホッケー
日7月12日㈯（総合体育館午前7時20分集合・午後6時30分解散、往復バス）
場日光市ホッケー場（栃木県）
内2014女子ホッケー日本リーグ観戦、ホッケーの話、ホッケー体験　
※昼食は各自用意。
人小・中学生のお子さんと保護者40人（抽選）
申6月25日㈬（消印有効）までに、往復はがきかFAXに「ホッケー」と
し、保護者の住所・氏名（ふりがな）・電話番号、お子さんの氏名（ふり
がな）・学校名・学年をスポーツ協会（〠141－0022東五反田2－11－
2☎3449－4400Fax3449－4401）へ
※今後、ビーチバレーボールなど4回の観戦ツアーを予定しています。

2020年オリンピック・パラリンピック東京開催に向けた品川区の取り組み
　　ブラインドサッカーフェスタ
日9月15日㈷午前11時～午後4時予定
場しながわ中央公園（区役所前）
内ブラインドサッカー試合観戦、ブラインドサッカー体験、模擬店など
問文化スポーツ振興課スポーツ係☎5742－6838

　　ビーチバレー体験ワークショップ
ビーチバレーボールの魅力を知ってもらうことを通じ、オリンピック・パ
ラリンピック開催の機運醸成と子どもたちの健全育成を図ります。
日9月23日㈷予定
問子育て支援課在宅子育て支援係☎5742－6720

　　小中学校における英語教育の充実
地球規模で人々が交流するグローバル社会において活躍できる人材の育成を
進めていきます。
問指導課☎5742－6832

　　英語少し通じます商店街プロジェクト
外国人のお客様を積極的に受け入れる雰囲気を商店街や地域で盛り上げていきます。
問地域活動課国際担当☎5742－6691

ビーチバレーボール
砂の上にネットを張り、2人対2人で行うバレーボールです。室内バ
レーボールのようなポジションは定められていません。風、太陽など、
その都度変化する自然環境の中、2人で広いコートを守り攻撃を仕掛
けるため、戦術や駆け引きが重要で大きな見どころとなります。

ホッケー
10人のフィールドプレーヤーと1人のゴールキーパーでチームを構
成します。使用するスティックは平らな面と丸い面があり、平らな面
でしかボールを扱うことはできません。シュート時のボールスピード
は新幹線並みで、スピード感あふれる試合展開が魅力です。

ブラインドサッカー（視覚障がい者5人制サッカー）
全盲の4選手と目の見えるゴールキーパーがピッチに立ち、仲間の声
と音を頼りにプレーします。音の鳴るボールやサイドフェンス・ゴー
ル裏に立つガイドなどの特徴があります。情報の8割を得ていると言
われる視覚を閉じた状態で、驚くほどのプレーをします。

脳性麻
ま ひ

痺者7人制サッカー
CPサッカーとも呼ばれ、脳性まひ（CP＝Cerebral　Palsy）・脳卒
中などの脳血管障害・脳外傷や頭部外傷により身体にまひを持つ人
7人で行うサッカーです。ヨーロッパで生まれて世界へ広がっています。

新設

※各イベントについて詳しくは決定次第、本紙などでお知らせしていきます。

（日本ホッケー協会提供）

大井ホッケー競技場
大井ふ頭中央海浜公園
（八潮4－1）

潮風公園
（東八潮1）

問い合わせ
文化スポーツ振興課
☎5742－6838
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消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方や子育て世帯の負担を軽減することを目的とした臨時的な措置として
給付される「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の申請受付が始まります。26年1月1日に品川
区に住民登録があり対象となる方には住民税が確定後、申請書を送付します。

支給対象者／26年度住民税が非課税の方
※住民税が課税されている方に扶養されている方、生活保護を受けている方、中国残
留邦人等に対する支援給付の受給者、国立ハンセン病療養所入所者家族生活援護費の
受給者、ハンセン病療養所非入所者給与金（援護加算分）の受給者は対象となりません。
支給額／対象者1人につき10,000円　※加算対象者には5,000円を加算。
加算対象者／①老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者で、26年3
月分の受給権があり、4月分か5月分の年金の受給者　②児童扶養手当、特別児童扶養
手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の26年1月分の受給者など
◆住民税が非課税となる所得水準の目安

給与所得者 公的年金等受給者
区分 給与収入ベース 区分 年金収入ベース
単身 100万円未満 単身 65歳以上 155万円未満
夫婦 156万円未満 65歳未満 105万円未満

夫婦子1人 205.7万円未満 夫婦 65歳以上 211万円未満
夫婦子2人 255.7万円未満 65歳未満 171.3万円未満

支給対象者／26年1月分の児童手当・特例給付＊を受給し、
25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
＊特例給付とは、所得が高額な方について、児童1人当た
り月額5,000円を支給しているもの。
対象児童／支給対象者の26年1月分の児童手当・特例給
付の対象となる児童
※臨時福祉給付金、生活保護の受給者となっている児童
は除く。
支給額／対象児童1人につき10,000円
◆児童手当の所得制限限度額の目安

扶養親族等の数 給与収入ベース
1人 875.6万円未満
2人 917.8万円未満
3人 960万円未満

臨時 申請受付給付 の が金 始まります

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金

申請
方法

受取
方法

申請
期間

対象となる方へ6月中旬以降に送付する申請書と添付書類を、同封の返信用封筒で品川区
臨時給付金事務センター（〠141－0033西品川1－28－3中小企業センター4階）へ郵送
※公務員の方は、勤務先からの申請書・証明書と添付書類を郵送してください。

指定の口座に入金6月16日㈪
～12月15日㈪

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。自宅や職場などに給付を装い区や厚生労働省などをかたった電話がきたら、迷わずに最寄りの警
察署か警察相談専用電話☎＃9110にご連絡ください。

※最寄りの地域センターでも申請書記入の手伝いなどを行います。
※外出することが困難な方は、シルバー人材センターが訪問し申請書記入の手伝いなどをしますので、電話でご相談ください。
※申請期間外の申請や26年1月1日時点で品川区に住民票がない方の申請は原則受け付けられません。
※税の申告をしていない方には、8月中旬以降に案内を送付します。
※ＤＶの被害を受けている方などは、ご相談ください。

特設相談窓口

問い合わせ

第二庁舎3階

臨時給付金事務センター（コールセンター）

☎3784－2320

6月16日㈪～8月31日㈰　午前8時30分～午後5時15分　※土曜日・祝日を除く。火曜日は午後7時まで。

日～金曜日
午前8時30分～午後5時15分（火曜日は午後7時まで）
※第4日曜日・祝日を除く。12月15日㈪以降は、土・日曜日も除く。

6月は
食育月間

●減塩のコツ
・麺類の汁は残して
・みそ汁は具だくさんにして、汁を減らす
・香味野菜（ねぎ、しそ、しょうが、三つ葉など）を使う
・香辛料（わさび、こしょう、カレー粉など）をきかせる
・かんきつ類（レモン、ゆずなど）や酢の酸味をきかせる
・しょうゆやソースは料理にかけず小皿に入れ、料理につけて食べる
・だしをきかせる
・新鮮な食材を使う

塩分をあと2ｇ減らしましょう！！塩分をあと2ｇ減らしましょう！！
食塩のとり過ぎは、高血圧、心臓病、脳卒中、胃がんなどの要因になるといわれています。
都民の食塩摂取量の1日平均は男性：10.8g、女性：9.3gです。

1日の塩分の摂り方は8ｇ以下を目標に！（健康日本21（第2次）の目標値）

　品川保健センター☎3474－2902、大井保健センター☎3772－2666、荏原保健センター☎3788－7015問い合わせ

○塩分を多く含む食品
食品名 目安量 塩分（g）

即
席
麺

カップラーメン 1カップ 6.9
即席ラーメン 1袋 5.6
即席焼きそば 1袋 3.8

魚
、
練
り
製
品

たらこ 1腹 2.8
さつま揚げ 大1枚 1.9
はんぺん 1枚 1.5
塩ざけ 1切れ 1.4
あじの干物 1枚 1.3

肉 ハム 薄切り2枚 0.8
ベーコン 2枚 0.6

漬
物
ぬか漬けきゅうり 1／2本 2.7
たくあん 3切れ 1.3

●食事相談
＜面接（予約制）・電話（随時）＞
栄養士が、食事に関する相談にお答えし
ます。お気軽にご相談ください。
※詳しくは、近くの保健センターへお問
い合わせください。

みそ汁は具だくさんに
して汁を減らす

しょうゆやソースなど
調味料はかけ過ぎない
ようにかんきつ類をきかせて

問青少年育成課臨時給付金担当（臨時福祉給付金☎5742－6385　子育て世帯臨時特例給付金☎5742－6721）
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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/

●美容ボランティア
障害者施設で髪のカットをします（理美
容経験のある方）。
日月1回（応相談）　13:00～16:00
場かもめ園（八潮5）
●手工芸の講師
高齢者施設で手工芸の指導をします。
日月1～2回（月～土曜日・応相談）
14:00～15:00
場ゆめふる荏原店（荏原6）
●体操プログラムの手伝い
障害児が行う体操プログラムの補助（用
具の出し入れ・ボール投げなど）をします。
日週1回～（月・水・金曜日）
14:45～17:00
場夢の地図（大井3）

●書道の講師
高齢者施設で書道の指導をします。
日月1回（金曜日）14:00～15:00
場東海ホーム（東品川3）
●院内ボランティア
受付案内、院内移動の手伝い、移動図
書の運営・整備などをします。
日週1回（月～金曜日）
9:00～12:00か13:00～16:00
※内容により日時が異なります。
場東芝病院（東大井6）
●配膳・下膳
高齢者施設で昼食時の手伝いをします。
日週1回（金・土曜日）10:30～12:30
場荏原在宅サービスセンター（荏原2）

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

■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6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

ポ

取扱所 所在地

北
品
川

コイケ 1－ 1 －17
岩崎商店 1－30－ 4
かもめ第一工房 3－ 7 －21
あみや酒店 5－14－12

東
品
川

八百よし青果 1－28－ 8
北野屋商店 1－29－ 8
イオン品川シーサイド店 4－12－ 5

八
潮品川総合福祉センター 5－ 1 － 1

勝
島ホーマック大井競馬場前店 1－ 6 －16

南
品
川

山崎商店 1－ 7 －23
平野屋堀江商店 2－ 7 －12
稲垣商店 2－ 9 －11
富田屋工業所 2－10－ 5
田中石油 3－6－6－101
ライスセンターいしかわ 4－ 5 －26
おいしい地酒の店ワダヤ 5－14－14

東
大
井

飯田屋酒店 1－ 2 － 7
伊藤酒店 2－15－ 7
まるしん百貨店 2－27－ 8
桝広商店 3－16－21
武蔵屋酒店 5－ 4 －16

南
大
井

アステム 3－16－ 5
千種屋酒店 4－ 3 －16
お茶の萬寿園 5－12－ 9
共益商会大森営業所 6－ 8 －11
西友大森店 6－27－25

大
井

イトーヨーカドー大井町店 1－ 3 － 6
大黒屋中沢酒店 1－41－ 9
モンマ－ト天明 2－27－25
大菱屋塩島商店 5－ 1 －21

上
大
崎

ワインショップ西川 2－15－16
東急ストア目黒店 2－24－13
東急ストアプレッセ目黒店 3－ 1 － 1

取扱所 所在地
西
大
井
ヤマモトテレビ 4－18－14
ステーショナリーマツイ 5－ 8 －13

東
五
反
田

千代田産業 1－ 2 －45
東急ストア五反田店 2－ 1 － 2
柴崎 3－17－20

西
五
反
田

亀屋酒店 1－11－ 5
ヒラサワ 2－25－ 9
桑原商店 2－29－ 2
コミュニティ・ストアかむろ
坂下すずき 3－13－11

スーパーオオゼキ目黒不動前
店 4－ 8 － 8

中村屋金物店 4－32－15
マルエツプチ 5－ 9 － 2
斉田商店 5－32－18

大
崎
全日食アサヒヤ 2－ 6 －16
渋谷商店 3－ 5 － 7

平
塚
川崎薬局 1－ 9 － 1
スーパーオオゼキ戸越銀座店 2－18－ 9
クリーニング・ヤマムラ 2－18－10

西
品
川
井本商店 2－13－ 4
尾針商店 3－20－ 3

東
中
延

清水屋金物店 2－ 1 －19
荏原酒販協同組合 2－ 5 － 7
中延商店街振興組合 2－ 7 －19

戸
越

豊文堂 1－15－14
キタハマ薬品 1－17－ 9
エム・エイ・シー 1－17－13
ドラッグキタハマ戸越店 1－19－18
松銀酒店 3－ 8 －16
近江屋早部酒店 4－ 5 －12
スーパーオオゼキ戸越公園店 4－ 9 －18
近江屋酒店・戸越公園駅前 5－19－13
イトーヨーカドー戸越店 6－ 8 － 2

取扱所 所在地
西
中
延
美保産業 1－ 3 －23

豊
町

リカーコミュニケーション吾
妻屋 5－ 1 －14

金子商店 5－ 5 － 5
菊池石油 6－ 6 － 2
白峯堂文具店 6－18－ 8
越後屋酒店 6－31－ 7

二
葉

スーパー丸正食品大井町店 1－11－ 5
武蔵屋飯塚商店 2－14－ 8
オオノヤ酒店 3－25－ 4
伊勢彦酒店 3－27－ 1
スーパー丸正食品二葉町店 4－ 9 －10

中
延

荏原医師協同組合 1－ 7 －12
大丸洋品店 1－10－ 9
白鳥堂事務器文具店 2－ 6 －22
東急ストア荏原中延店 2－ 8 － 1
山本金物店 2－13－10
東急ストア中延店 4－ 5 － 7
酒のこむろ 5－ 9 －13

旗
の
台
ほしも 2－13－16
スーパーオオゼキ旗の台店 4－ 3 － 3

小
山

武蔵小山商店街振興組合 3－23－ 5
切替米店 4－ 5 －20
石井（ＪＯＭＯ） 4－14－14
下宮商店 6－10－ 7

荏
原
酒と食品の店三木 1－ 2 － 2
アサヒ屋商店 1－14－ 5
佐藤雑貨店 2－ 4 －16

コンビニエンスストア（区内全店舗）
サークルK、サンクス、スリーエフ
セブン-イレブン、デイリーヤマザキ
ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ
ローソン

区外でも有料ごみ処理券が購入できます

大
田
区

東急ストア大森店 大森北
1－6－16

セブン-イレブン大田区上池
台店

上池台
1－44－1

キク薬局 山王
1－44－2

盈進商亊タクシーキヨスク 東糀谷
3－16－10

タジマヤ大田支店 千鳥
2－39－18

渋
谷
区
かどや不動産 恵比寿西

1－1－1

目
黒
区

セブン-イレブン武蔵小山西
口店

目黒本町
3－5－6

東急ストア洗足店 洗足
2－21－1

事業系ごみ・資源、家庭から出る
粗大ごみの収集・持ち込みはすべて有料です
「事業系有料ごみ処理券」「有料粗大ごみ処理券」は、「品川区ごみ処理券取扱所」の掲示のある商店・スーパーマーケット・コンビニエンスストアでお求めください。

取扱所には
このステッカーが
貼ってあります！

品川区有料ごみ処理券（シール）
取扱所をお知らせします

品川区粗大ごみ受付センターに申し込み、案内
された収集日、持ち込み日までに有料粗大ごみ
処理券を購入し、粗大ごみに貼って出してくだ
さい。
申品川区粗大ごみ受付センター☎5715－1122
有料粗大ごみ処理券
Ａ券（1枚200円）
Ｂ券（1枚300円）

事業者が責任を持って自己処理することが原則です。
できない場合は有料ごみ処理券を貼って出してください。

事業系有料ごみ処理券　
70ℓ券（1セット 5枚）→ 2,415円
45ℓ券（1セット10枚）→ 3,100円
20ℓ券（1セット10枚）→ 1,380円
10ℓ券（1セット10枚）→ 690円

※粗大ごみの収集・直接持ち込みはできません。清掃事務所か粗
大ごみ受付センターで収集業者を案内します。　

事業系のごみ・資源

事業系リサイクルシステム
お店や会社など事業活動に伴って出され
る資源を安価に回収します。
回収品目／新聞、雑誌、ダンボール、紙、
シュレッダーくず、飲食用びん・缶
申品川区リサイクル事業共同組合カムズ
☎3494－8685　Fax3779－3238

家庭の粗大ごみ

★有料ごみ処理券（シール）取扱所

問品川区清掃事務所☎3490－7051



●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8月2日㈯・4日㈪～9日㈯午前9時30分～午後3時30分（全7回）
場荏原平塚学園（平塚3－16－26）
内医師・看護師による健康チェックのもとでの水泳指導、臨床心理士によるカウ
ンセリング、医師によるぜん息学習会など　
人区内在住で、小学2年～中学3年生のぜん息児40人（事前アンケートにより選考）
※申し込み後、事前アンケート用紙を送付します。　※弁当持参。
申6月27日㈮（必着）までに、はがきかFAXで教室名、参加者の住所・氏名・
生年月日（学年）・電話番号、保護者氏名を健康課公害補償係（〠140－8715品
川区役所☎5742－6747Fax5742－6883）へ

日程 内容 会場

7月12日㈯午後3時30分～5時 説明会・仲間作り、保護者への説明会 総合体育館

8月18日㈪～22日㈮（区役所
午前8時集合・午後5時30分
解散、4泊5日、往復バス）

水泳、自然観察、アーチェ
リー、ボート、追跡ハイキン
グ、キャンプファイヤーなど

東京YWCA野尻
キャンプ場（長野県）

人区内在住か在学で、全日程に参加し集団生活ができる小学4年～中学生60人（抽選）
￥30,000円（保険料込）
申6月24日㈫（消印有効）までに、はがきかFAXに「自然体験」とし、住所、
氏名（ふりがな）､ 性別、電話番号、学校名、学年をスポーツ協会へ

キャンプの多彩なプログラムを通して、生きる力・仲間と協力する心を育ててみませんか。
コース（泊数） 日程 費用

入門・探検（2泊3日） 7月25日㈮～27日㈰ 27,000円
飛躍・冒険（3泊4日） 8月10日㈰～13日㈬ 31,000円
創造・オリジナル（4泊5日） 8月4日㈪～8日㈮、18日㈪～22日㈮ 各36,000円
※甲府駅までの交通費別。
内竹細工、野外自炊、里山体験、川遊び、魚つかみ取り、キャンプファイヤーなど
人健康で、参加意欲のある小学3年～中学生各35人（先着）
資料請求・申日本上流文化圏研究所☎0556－45－2160
問地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

日7月28日㈪・29日㈫、8月4日㈪・5日㈫・11日㈪午後4時～5時（全5回）
場総合体育館　
人小学生12人（抽選）　￥1,500円（保険料込）
申7月7日㈪（消印有効）までに、往復はがきで教室名、住所、氏名（ふりがな）
年齢、性別、電話番号、学校名、学年をスポーツ協会へ

日内7月24日㈭＝女子シングルス、25日㈮＝男子シングルス、28日㈪＝男女各
ダブルス、29日㈫＝各種目準決勝・決勝
※受付午前8時45分～9時、試合開始午前9時10分。
場しながわ区民公園（勝島3－2）　種目／小学4～6年生の部、中学生の部
￥シングルス300円、ダブルス1組500円
申7月9日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ（6月16日㈪を除く）

スナッグゴルフ教室

森の探検隊サマーキャンプ隊員募集　品川＆早川ふるさと交流

第64回品川区民スポーツ大会（夏季）ジュニアテニス大会（硬式）

ぜん息健康教室

自然体験教室

※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）

6月15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）

6月15日㈰

　　　柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
　　　ライオン東京デンタルクリニック 東五反田 5 －23－ 7　☎3473－6721
　　　今村歯科 中　延 3 －13－14 ☎3785－1419
　　　健康館なつ整骨院 東五反田 1 －19－ 2 ☎3444－3472
　　　工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

6月14日㈯ 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学病院中央棟4階
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二人で子育て（両親学級）
会場 日時
品川保健
センター 8/17㈰ ①13:30～16:30

荏原保健
センター 8/2㈯ ③ 9:30～12:30

③13:30～16:30

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24組（選考）
申7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、
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

母乳相談

助産師から母乳の飲ませ方や母乳育児の
ポイントを聞き子育ての話をしましょう。
日7月3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

むし歯撃退教室

日7月2日㈬午前10時～11時30分
人1歳前後の歯が8本生えたお子さん25
人（先着）
内知って得するむし歯予防（話）。効果
的な歯みがき・フッ化物歯磨剤使用法（実
技）
場申6月13日㈮から、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2902へ

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

万一の緊急事態に対応するため「ひとり暮らし高齢者」「高齢者のみ
の世帯」などの緊急連絡先などを把握する調査を行っています。
日6月30日㈪まで
調査方法／高齢者相談員（民生委員）が対象の方のお宅を訪問し、
記入方法を説明のうえ「高齢者等連絡票」を回収
人①70歳以上（昭和19年2月1日以前生まれ）のひとり暮らしの方
②70歳以上と65歳以上（昭和24年2月1日以前生まれ）の方のみで
構成されている世帯　※①②ともに、居住地の周囲500メートル以
内に2親等以内の親族がいない世帯。
問高齢者福祉課民生委員担当☎5742－6708
※高齢者相談員（民生委員）は、身分証明書を携帯しています。

　ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯などの調査を行っています

●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



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
住民基本台帳ネットワークの25
年度の運用状況をお知らせします

（3月31日現在）
項目 件数

窓口で発行した広域交付住民
票の写し 805

他市区町村からの広域交付の
請求 359

窓口で受けた特例転入 680
他市区町村からの転出証明書
情報の請求 999

住民基本台帳カード交付数 3,516
都への本人確認情報の更新 123,955

問戸籍住民課住民票係☎5742－6660

ライジング・フィールド軽井沢
（旧レクの森キャンプ場）開放
日7月19日㈯～8月23日㈯泊
交通／軽井沢駅下車バス30分
￥常設テント使用料1,500円（1泊1張）、
入村料250円（小中学生150円）、保険
料30円（1泊1人、宿泊者全員にかかり
ます）
※寝袋・炊飯用具などは、無料で貸し出し。
申6月22日㈰（必着）までに、往復はが
き（1グループ1枚）に「軽井沢」とし、
代表者の住所・氏名・年齢・電話番号を
スポーツ協会へ
※6月28日㈯抽選順で受け付け。抽選後
の受け付けは、6月30日㈪から。

住まいの施工業者を紹介します
住宅の修繕や増改築などの工事をする
方に、区内建設組合4団体で構成される
品川区住宅センター協議会を通じて、地
元の施工業者を紹介します。相談受付か
ら3・4日で工事を担当する業者から直
接連絡をします。工事内容や金額などに
ついて相談してください。
○家具転倒防止器具取付業者の紹介
住まいの施工業者と同様に取り付け業
者を紹介します。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

区民住宅（あき家）入居予定者
登録募集
あらかじめ入居する方を登録し、今後
1年間にあき家が発生した場合、登録順
に入居のあっせんをします。
●家族用
募集／18団地
人次の全てにあてはまる方
①申込者本人が区内在住か在勤、または
申込者か配偶者の親が区内在住
②現に同居か同居しようとする親族が
いる
③所得が定められた基準の範囲内
使用料／月111,500円～192,000円
●単身用
募集／2団地
人次の全てにあてはまる方
①区内の中小企業に引き続き1年以上勤
務している
②50歳未満の単身者
③所得が定められた基準の範囲内
使用料／月63,900円～82,000円
―――――――　共　通　―――――――
※使用料は住宅・世帯の所得で異なりま
す。
申込用紙配布場所／都市計画課（本庁舎
6階）、地域センター、文化センター、サー
ビスコーナー、品川宅建管理センター、
住み替え相談センター
※配布部数に限りがあります。
申6月18日㈬まで配布する申込用紙を、
郵送で品川宅建管理センター（〠142－
0052東中延1－4－5－101）に6月25日
㈬まで届いたものに限り受け付け
※詳しくは ｢申込のしおり｣ をご覧くだ
さい。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6776

第129回高齢者と介護者のため
の料理教室
日6月24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）
内身体にやさしい料理
人20人（先着）　
￥600円
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
申6月20日㈮までに、電話で戸越台特別
養護老人ホーム☎5750－1054へ

都市計画変更の素案説明会
首都高速1号羽田線東品川桟橋・鮫洲埋
立部における大規模更新に伴う都市計
画変更素案説明会を開催します。
日6月27日㈮午後6時30分～8時
29日㈰午後2時30分～4時
場城南第二小学校（東品川3－4－5）
内都市高速道路第1号線及び都市高速道
路湾岸線の都市計画変更
問東京都街路計画課☎5388－3294
品川区都市計画課☎5742－6760

大井1丁目共同ビル全館休館
電気設備点検のためお休みします。
日7月5日㈯
問しながわ観光協会☎5743－7644
品川区社会福祉協議会☎5718－7171
ボランティアセンター☎5718－7172
さわやかサービス☎5718－7173
大井ファミリー・サポート・センター☎5718－
7185
おもちゃの病院☎5718－7181
消費者センター土曜日電話相談☎5718－
7182

CO2削減／／ライトダウンキャン
ペーン
区では地球温暖化防止のため「CO2削減
／ライトダウンキャンペーン」を実施し
ます。公共施設の不要な照明の消灯・施
設貸し出しの自粛など、節電によるCO2
削減に取り組みます。各家庭でも不要な
照明の消灯に心がけキャンペーンにご
参加ください。
日6月21日㈯～7月7日㈪
問環境課環境推進係☎5742－6755

品川介護福祉専門学校（昼間2
年制）学校説明会「体験授業②」
日7月19日㈯午後1時30分～3時30分
内体験授業（毎回内容が異なります）、
学校案内（学費・授業内容・就職状況・
入学選考）、個別相談など
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）。

“東京都ひきこもりサポートネット”
訪問相談の申し込み受付のお知らせ
東京都ひきこもりサポートネットでは、
ひきこもりの方を抱える家族や本人か
らの電話・メール相談に加え、新たに訪
問相談支援を開始しました。
人次の全てにあてはまる方
①区内在住　②6カ月以上ひきこもりの
状態にある　③義務教育修了後の15歳
以上おおむね34歳以下
※詳しくは、東京都ひきこもりサポートネット
ホームページ HPwww.hikikomori-tokyo.
jp/をご覧ください。
申電話か直接、青少年育成課青少年育成
係（本庁舎7階☎5742－6692）へ

民踊講習会～今年も民踊を踊ろ
う！
日6月28日㈯午後6時～8時30分
曲目／八戸小唄（青森）、松山小唄（愛媛）、
越中おわら節（富山）
￥525円
運営／品川区民踊連盟
場参当日、踊りやすい服装で上履きと
丸柄のうちわを持って戸越体育館へ

区民プロデュース型講座
｢能楽に親しむ会｣
能の歴史や演出、能装束についての解説
のほか、謡曲「高砂」の謡と動きかたを
実践します。
日7月9日㈬・16日㈬
午後2時～4時（全2回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
講師／山中一馬（金春流能楽師）
人16歳以上の方70人（抽選）
運営／荏原櫻詠会
申6月25日㈬までに、往復はがきに「荏
原櫻詠会」とし、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を文化スポーツ振興課文
化振興係へ

スポーツ

講座・講演

金融機関、ゆうちょ銀行、区役所（本庁舎4階）、地域センター、
コンビニエンスストアをご利用ください。コンビニエンススト
アでは営業時間内ならいつでもお支払いいただけます。
※30万円を超えた納付書はコンビニエンスストアではお取り
扱いできません。

○バーコード付きの納付書は次のコンビニエンスストア
でお支払いできます
エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、
サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、
セーブオン、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリー
マート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、
ローソン、MMK設置店（NEWDAYSの一部店舗を除く）

○携帯電話によるお支払い（モバイルレジ）も可能です
納付書に印刷されたバーコードを携帯電話のカメラ機能
で読み取り、モバイルバンキングを利用して納付ができる
サービスです。詳しくは区ホームページをご覧いただくか
お問い合わせください。

国民健康保険料は納期限までにお支払いください

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なく、毎月お支払いいただく手
間もかかりません。便利な口座振替を是非ご利用ください。
口座振替日／毎月末　※月末が金融機関休業日の場合は翌営業日。
①ペイジー口座振替での申し込み
国保医療年金課窓口に設置してある専用端末にキャッシュカードを読み込ませ、暗証番号を入力するだけで口
座振替の登録ができます。届け出印の押印が不要になるので、申し込みから口座振替開始までの期間が大幅
に短縮されます。
利用可能な金融機関／みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・ゆうちょ銀行
持ち物／対象金融機関のキャッシュカード、本人確認できるもの（保険証や運転免許証など）
※登録は個人の普通預金・当座預金・通常貯金口座に限られ、口座名義人本人が直接、収納係窓口で手続き
する必要があります。
※カードの種類によっては取り扱いできないものがあります。
口座振替開始日／毎月10日までの申し込みで当月末から
②郵送様式での申し込み
納付書に同封の口座振替依頼書に記入・通帳届け出印を押印のうえ、返信用封筒で国保医療年金課へ郵送か、
ご利用の金融機関・ゆうちょ銀行、地域センター、国保医療年金課の窓口へ提出してください。
※窓口で手続きの際は通帳と通帳届け出の印鑑、国民健康保険料納入通知書か納付書・保険証などをお持ち
ください。　※口座振替依頼書は区ホームページからダウンロードもできます。
口座振替開始日／毎月15日まで（消印有効）の提出で翌月末日から

問い合わせ／／国保医療年金課収納係（本庁舎4階☎5742－6678）

納付書でのお支払いは
コンビニエンスストアが便利です

お支払いは口座振替（自動払込）が安全・便利です
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区民プロデュース型講座「障がい
のある子どもたちの発達と支援」
ダウン症を中心とした障害のある子ども
たちの健やかな成長を考え、各家庭で子
育てや教育が実践できるよう学びます。
日程（全7回） 内容

7月12日㈯ 発達とその支援方法
8月13日㈬ 摂食指導について
9月 6日㈯ 家庭での遊ばせ方
10月11日㈯ 療育および支援方法
11月 9日㈰ 言語療法について
11月29日㈯ 体の発達と作業療法

27年 1月24日㈯ アートセラピー
※時間は午後1時30分～3時30分。
場荏原文化センター（中延1－9－15）、
スクエア荏原（荏原4－5－28）、荏原第
四区民集会所（中延5－3－12）
講師／長谷川知子（臨床遺伝専門医）他
人家族や療育関係者などダウン症や障
害のある子どもと関わりのある方30人
（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（抽選）
運営／ポラリス品川（ダウン症の会）
申6月25日㈬（必着）までに、往復はが
きに「ポラリス品川」とし、住所、氏名
（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、託
児希望の方はお子さんの氏名・年齢を文
化スポーツ振興課文化振興係へ

ファミリー・サポート・センター
提供会員養成講座
地域のなかで、子育てのサポートをして
くれる方の養成講座です。
日内7月7日㈪・8日㈫・11日㈮午後1時
30分～4時＝講義（オリエンテーション、
事業概要他）、9日㈬午後1時～4時＝救
急法実習、10日㈭午前9時30分～正午
＝保育実習（全5回）
人区内在住で、子育てに関心のある20
歳以上の方20人（抽選）

託児／2歳～就学前のお子さん10人（先
着）
￥1,400円（教材費）
場申6月27日㈮（必着）までに、往復は
がきに「ファミリーサポート」とし、住
所、氏名、年齢、性別、電話番号、受講
理由、託児希望の方はお子さんの年齢・
性別を品川区社会福祉協議会（〠140－
0014大井1－14－1☎5718－7185）へ

ひとり親家庭のためのパソコン
教室
ビジネススキルアップのための講習で
す。
日内7月6日㈰・12日㈯＝ビジネス文書
8月31日㈰＝パワーポイント
9月27日㈯・10月5日㈰＝中級エクセル
午前9時30分～午後4時30分（全5回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内在住か在勤で、ワード・エクセル
初級経験者か同等以上のレベルがあり、
原則全回出席できるひとり親家庭の親
20人（抽選）
申6月17日㈫までに、電話かFAX、Eメー
ルで住所、氏名、年齢、電話番号、託児
希望の方はお子さんの氏名・年齢・性別
を品川区母子寡婦福祉連合会（☎6417－
1295Fax6417－1296 shinagawa
ku.with@krf.biglobe.ne.jp）へ
問子育て支援課児童家庭相談係
☎5742－6589

環境学習講座「コラージュで飾
る保温・保冷マグカップ作り」
日7月13日㈰午後2時～4時　
講師／大野有紀子（リサイクルアート作家）
人中学生以上の方20人（抽選）
￥200円
場申7月3日㈭（必着）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。

パパママ応援プログラム（小学5・6年生コース）
「反抗期と向き合う～親も子どもも揺れ動くとき」
親離れが進むこの時期の特徴や、親のか
かわりについて学びます。
日程

（全3回） テーマ／講師

7月9日
㈬

反抗期の子どもと向き合う～
「自分」を見つめ直すことか
らはじめよう／諸冨祥彦（明
治大学文学部教授）

7月18日
㈮

思春期・反抗期・受験期の子
どもとの会話術～「自分」の
心に気づくカラーセラピー体
験／池田朝子（カラー心理カ
ウンセリング&会話心理学研
究会理事長）　

7月25日
㈮

諸冨先生とトーク＆座談会～
親も子どももハッピーに！幸
せな親子関係を築くために／
諸冨祥彦

※時間は午後6時30分～8時30分。

場中小企業センター（西品川1－28－3）
人小学5・6年生のお子さんの保護者と
関心のある方80人（先着）
申7月2日㈬（消印有効）までに、往復
はがきかFAXに「小学5・6年生」とし、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話・
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－
6720Fax5742－6351）へ
○区ホームページから電子申請もでき
ます。

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色鉛筆・水彩で描く
楽しいスケッチ＆ドローイング
日7月10日～9月25日の木曜日
午後1時～3時（全6回）
人15人（先着）
￥9,600円（教材費・モチーフ代別）
②あなたに似合う素敵なまとめ髪
日7月13日㈰午後1時～3時

人16人（先着）
￥2,000円
③ゆかた着付け教室【女性限定】
日7月6日㈰・20日㈰、8月3日㈰
午後1時～3時（全3回）
人16人（先着）
￥5,700円
④キッズイングリッシュえいごのじかん
日7月15日～9月16日の火曜日（全5回）
I . 午後3時30分～4時15分
II. 午後4時30分～5時15分
人3～6歳のお子さん各10人（先着）
※保護者同伴。
￥各9,000円
⑤プロに学ぶ音楽シリーズ　ビートルズ
を究める！そのレジェンドを徹底解析
日7月16日㈬、8月20日㈬、9月17日㈬
午後3時30分～5時（全3回）
人20人（先着）
￥6,000円
⑥家庭で作る本格アイスコーヒーのい
れ方
日7月19日㈯午後1時～4時
人24人（先着）
￥2,500円（材料費込）
―――――――　共　通　―――――――
場①～⑤メイプルセンター（西大井駅
前）、⑥きゅりあん（大井町駅前）
申電話で同センター☎3774－5050へ

第216回日曜コンサート
日6月15日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／メトネル作曲『忘れられた調べ　
Op.39』より「朝の歌」、「悲劇的ソナタ」
他
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

講座・講演

催　し ★

★

女優として、歌手として活躍する倍賞千恵子の透明で美しい歌声
をお楽しみください。
日9月15日㈷午後2時30分開演（午後2時開場）　
※公演の冒頭に25周年記念式典を予定しています。
場きゅりあん（大井町駅前）　　
出演／倍賞千恵子、小六禮次郎（ピアノ）　
曲目／さよならはダンスの後に、下町の太陽、さくら貝の歌　他
￥2,500円（全席指定）
発売開始／6月13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

区内商店街・町会のキャラ
クターが大集合！皆さんの
投票で人気№1キャラクター
を決めよう。水族館入館者
に投票券を配布します。
投票期間／6月21日㈯～30日㈪
○投票いただいた方の中から抽選
で「しながわ水族館招待券」をプ
レゼントします。

　表彰イベント・結果発表
日7月5日㈯午前9時30分から
￥1,350円（800円）、小・中学生600円（400円）、4歳以上300円（200
円）、65歳以上1,200円（700円）
※区内在住・在勤の方は住所など（65歳以上の方は年齢も）確認の
できるものを各自提示すると（　）の金額になります。
場問しながわ水族館（勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－
3433HP www.aquarium.gr.jp/）

総選挙参加キャラクターが各商店街で選挙活動を行います
各商店街のイベント開催時にも投票できます。
日場①6月21日㈯正午＝武蔵小山商店街・駅側入
口、午後2時30分=立会川駅前通り繁栄会・公園内、
午後4時30分＝戸越公園駅前南口商店街・東日本銀
行前②6月29日㈰午後3時＝戸越銀座商店街・青柳
ビル前

キラクターャご当地 総選挙
in しながわ
水族館

登録しませんか　登録しませんか　※区ホームページからもご覧いただけます。
HPshinagawa-smile.net/
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。
問地域活動課協働・ふれあいサポート係☎5742－6605

品川区民活動
情報サイト
しながわ

すまいる
ネット

倍賞千恵子倍賞千恵子コンサート
大井町再開発ビル竣

しゅん

工25周年記念

イルカ・アシカ・ア
ザラシのショーなど
盛りだくさん。楽し
い時間を過ごしに来
てください。

応援に
きてね！



品川清掃工場見学会
日6月28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6月26日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

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6月28日㈯午前9時～午後3時
場参当日、品川図書館（北品川2－32－
3☎3471－4667）へ
※1人20冊まで。マイバッグ（買い物袋）
をお持ちください。
※転売目的の方はお断りします。
※会場では携帯電話など全ての電子機器
の使用を禁止します。
※当日、午前8時45分より整理券を配布
し、入場制限を行いますので、長時間お
待ちいただく場合があります。

品川＆早川ふるさと交流
南アルプスの清流で川遊びプラン
ライフジャケットをつけて遊びます。家
族で川遊びを楽しんでみませんか。
日7月19日㈯～8月24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
￥【本館】6,750円、小学生6,120円
（1泊2食付き）
【コテージ】3,150～5,250円、小学生1,700
円（1泊自炊）
※プログラム参加費・消費税込。
※区内在住の方は、年度内3泊まで2,000
円（小学生のコテージは800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

（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

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（5月28日現在）257,426,607円
5月28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

　区では、多様な環境問題に対応していくため、環境マネジメン
トシステムを構築するとともに、区の基本的な姿勢を示す環境方
針を策定しています。
　この環境方針に基づき、地球温暖化防止対策を始めとする環境
改善に、率先して取り組んでいきます。
問環境課（本庁舎6階☎5742－6749）

　私たちのまち、品川は、幹線道路と鉄道網が縦横に走り、住居と工場、商店街が
混在するにぎわいのあるまちとして発展してきました。
　その一方で、豊かさを求め続ける私たちの生活は、環境に大きな負荷をかけてき
ました。自動車の排出ガスによる大気汚染やごみの大量排出による処分場のひっ迫
など、私たちの生活が原因となって環境の悪化をもたらしました。さらには、地球
温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、海洋汚染など地球環境全体に及ぼす問題を生み出
しています。
　こうした中で、かけがえのない私たちのまちを、水と緑ゆたかなうるおいのある
まちとして、将来の世代に引き継いでいくためには、品川区と区民、区内事業者が、
それぞれの役割を自覚し、ライフスタイルの改善や、環境に配慮した行動を起こす
ことが、強く求められています。
　品川区は、「次代につなぐ環境都市」をめざし、その足がかりとなる区政運営の
指針の一つとして、この方針を策定いたします。区民や区内事業者の皆さんととも
に、良好な地球環境を次の世代に継承していくため、環境に配慮した区政を運営し
てまいります。

（1）地球環境保全に向けた、区の率先的取り組み
●地球温暖化防止のため、温室効果ガスの排出量削減や緑化推進など吸収源対策を
推進します。
●持続可能な社会の実現に向けて、省エネルギー、省資源に努めます。
（2）良好な地域環境の保全創出
　良好な地域環境の保全創出のため、環境法令を順守し、環境改善に取り組みます。
（3）区職員の環境に対する意識の向上
　資源やエネルギーを節約する社会を実現するために、職員の意識向上を図ります。
（4）区民や区内事業者に対する働きかけ
　温室効果ガスの排出量削減、省エネルギー、省資源等の区の率先した取り組みに
ついて、広く区民や区内事業者に周知し、自発的な環境保全活動が区民運動として
発展するよう努めます。
　また、環境学習、情報提供などにより、自律的な行動を起こす仕組みづくりに努
めます。

平成13年2月28日制定
平成16年4月 1日改定
平成19年4月 1日改定
平成20年4月 1日改定
品川区長　濱野　健

環境方針に基づいて
環境改善に取り組みます

私たちのまち 品川は 幹線道路と鉄道網が縦横に走り 住居と工場 商店街が

環　境　方　針
　区では､ 区政をより開かれたものとするため、情報公開制度を実施して
います。
　25年度は3,075件の情報公開請求があり、全部公開698件と部分公開
2,362件をあわせて3,060件の行政情報が公開されました。また、自己情報
の開示請求は115件あり、111件が開示されました。
問広報広聴課情報公開担当☎5742－6613

25年度　行政情報の公開請求・処理状況
（　）内は前年度　単位＝件

実施機関  請求件数
決定の内容

全部公開 部分公開 非公開 不存在 取下げ

区長
2,906 541 2,353 3 8 1
（5,446） （474） （4,966） （3） （2） （1）

教育委員会
118 111 6 0 0 1
（91） （52） （33） （6） （0） （0）

選挙管理
委員会

1 0 1 0 0 0
（0） （0） （0） （0） （0） （0）

監査委員
0 0 0 0 0 0

（11） （5） （6） （0） （0） （0）

区議会
50 46 2 0 2 0
（2） （0） （2） （0） （0） （0）

合計
3,075 698 2,362 3 10 2
（5,550） （531） （5,007） （9） （2） （1）

25年度　自己情報の開示請求・処理状況
（　）内は前年度　単位＝件

実施機関  請求件数
決定の内容

全部開示 部分開示 非開示 不存在 取下げ 非訂正

区長
105 44 58 0 3 0 0
（263） （218） （45） （0） （0） （0） （0）

教育委員会
10 3 6 0 0 0 1
（6） （1） （4） （0） （1） （0） （0）

合計
115 47 64 0 3 0 1
（269） （219） （49） （0） （1） （0） （0）

行政情報の公開状況をお知らせします

区内在住のトップアーティストが奏でる美しいハーモニーをお楽しみください。
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（モーツアルト）他
￥3,000円（全席指定）
問チケットセンターＣＵＲＩＡ（キュリア）☎5479－4140

スーパー ･クラシック･イン･シナガワ 発売中！

26年経済センサス26年経済センサス――基礎調査及び基礎調査及び
商業統計調査を行います商業統計調査を行います
この調査は、「統計法」に基づき実施する国の統計調査で、
日本の経済力を知るための大規模で重要な調査です。両調
査を一体的に行います。調査へのご理解とご協力をお願い
します。
調査期日／7月1日現在
対象／経済センサス―基礎調査＝すべての事業所・企業（農林漁家などを除く）
商業統計調査＝卸売業・小売業を営むすべての事業所
調査事項／従業者数など基本的な事項のほか、売上（収入）金額など
調査方法／単独事業所＝6月中旬から調査員が訪問し、調査票を配布・回収
※複数事業所を有する企業等については、調査票は郵送により配布します。
調査結果の利用／各種行政施策の基礎資料、経営の参考資料など
問地域活動課統計係☎5742－6869
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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。

4月26日㈯、日野学園で「土曜学習フェスタinすまいるスクー
ル日野学園」を開催。第1部では地域や企業の協力による7
つのプログラムを、第2部では宇宙飛行士星出彰彦氏の講演
や下村文部科学大臣を交えた対談など、楽しみながら学ぶ
特別な体験プログラムを実施しました。

「土曜学習フェスタinすまい「土曜学習フェスタinすまい
るスクール日野学園」開催るスクール日野学園」開催

4月20日㈰、武蔵小山駅前広場で「第3回ムサコたけのこ祭り」
が開催。武蔵小山生まれの料理人・笠原将弘さんが手掛ける
特製たけのこ汁は大好評で、配布開始前には約1,500人の行
列ができました。ご当地キャラ「たけ丸君」や「パル君・パ
ムちゃん」も登場。天候に恵まれ、多くの人でにぎわいました。

ムサコたけのこ祭り開催ムサコたけのこ祭り開催

5月7日㈬、防災センター2階に障害者の雇用の場として「ヤ
マザキYショップふれあい売店」をオープン。運営にあたっ
ては、社会福祉協議会ふれあい作業所の知的障害のある方
が店員として品出しや販売に従事。弁当や飲み物などのほ
か障害者施設で作られた物品も販売しています。

「ヤマザキYショップふれあい「ヤマザキYショップふれあい
売店」が区役所内にオープン売店」が区役所内にオープン

4月19日㈯、「サンサン防災広場」（豊町2）の開園式が行われ、
近隣住民や関係者など約100人が出席しました。災害時の
防災拠点となる広場には、災害用マンホールトイレ2基、か
まどスツール2基、40トンの耐震性防火貯水槽などが設置
されています。

「サンサン防災広場」開園「サンサン防災広場」開園

4月25日㈮、旗の台保育園で「こどもの日の集い」を開催。
こいのぼりが泳ぐ園庭に園児67人が集まり、会が始まり
ました。ミニ運動会では「かけっこ」「タイヤ運び競争」「玉
入れ」と続き、園庭には子どもたちの楽しそうな声が響き
ました。

こどもの日の集いこどもの日の集い

7月6日㈰まで、品川歴史館で「浮世絵で見る　品川名所巡
り」パネル展を開催。江戸時代の庶民の行楽の様子が描か
れた浮世絵のパネルや浮世絵の制作工程を紹介しています。
第2展示室では、小説家・江見水蔭の没後80年記念展示や
沢庵和尚で有名な東海寺の名宝も展示されています。

「浮世絵で見る　品川「浮世絵で見る　品川
名所巡り」パネル展名所巡り」パネル展

4月20日㈰、スクエア荏原で26年度第1回タウンミーティン
グを開催。49人の区民の皆さんが参加しました。意見交換
の時間では、参加者からの「災害対応」「道路整備」「放置
自転車」など具体的な意見・要望に、濱野区長は限られた
時間の中、わかりやすい表現で答えました。

第1回タウンミーティ第1回タウンミーティ
ング開催ング開催

4月21日㈪、姉妹都市提携30周年を記念してポートランド
市（米国）の公式親善訪問団23人が区役所を訪れました。
セレモニー終了後、訪問団は品川歴史館、大森貝塚遺跡庭
園など区内見学へ出発。品川学園ではすまいるスクールの
子どもたちと、けん玉で遊んだりするなどして交流しました。

ポートランド市公式親ポートランド市公式親
善訪問団が来庁善訪問団が来庁

都知事、天王洲水門周辺を視察

4月16日㈬、舛添都知事が天王洲周辺の護
岸整備地区を視察。濱野区長などからの
説明に熱心に耳を傾け、津波・高潮対策
では水門など老朽化しているところの耐
震化・改修の重要性を話していました。

区内小学校へ絵本寄贈

4月25日㈮、駐日コロンビア共和国大使館
から区内小学校に絵本「ポンボ・イン・ジャ
パン」が寄贈されました。絵本は、コロン
ビアの作家の児童詩13編と日本人イラスト
レーター14人の挿絵で構成されています。

品川シルバー大学入学式

4月18日㈮、荏原文化センターで品川シル
バー大学入学式・記念講演会を開催。本年
度の入学生は、多彩なテーマについて学ぶ
「ふれあいアカデミー」が140人、趣味や
実技を学ぶ「うるおい塾」が570人です。

日野学園　数学検定でグランプリ金賞

4月23日㈬、日野学園が第22回実用数学
技能検定のグランプリ金賞（団体賞）を
受賞したことから、同校で表彰が行われ、
数学検定に取り組んでいる9年生が生徒を
代表して、賞状と盾を受け取りました。

しながわ
写真
ニュース


