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区内小・中学生、高校生、大学生、社会人
によるコラボレーションコンサート
日10月12日㈰午後2時開演（午後1時30分開場）
場スクエア荏原ひらつかホール（荏原4－5－28）
出演／御殿山小学校、小中一貫校日野学園、冨士
見台中学校、品川女子学院、立正大学グリークラ
ブ、東京ウインドブラスオーケストラ

品川のアーティストを中心に作品展示や
パフォーマンスを披露
区内のギャラリーやアートスポットと連携し、アー
トでつなげる「しながわアート巡り」も実施します。
日9月20日㈯午前10時～午後6時・21日㈰午前10
時～午後4時　※入場は終了の30分前まで。
場問メイプルセンター（西大井駅前☎3774－5050）

亀井武彦の玄亀ANIMA展
〔よきことあれ〕
品川生まれ・在住の亀井武彦（雅号：玄

げんき

亀阿
あ に ま

仁磨）
氏による絵画・映像・墨描作品などを展示します。
日10月18日㈯～11月4日㈫午前10時～午後6時
※入場は終了の30分前まで。
※10月24日㈮・31日㈮は午後8時まで。 
休館日／木曜日
観覧料／300円　※高校生以下の方、障害のある
方、70歳以上の方は無料。
場問Ｏ美術館（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2
階☎3495－4040）

品川区民芸術祭2014
9月13日㈯～11月30日㈰
区にゆかりのある音楽家・芸術家や、区内で活動しているグループによる
様々な文化芸術の祭典です。
 芸術祭の内容は、パンフレットやポスター・ちらしをご覧ください。
パンフレットは、区施設やきゅりあん（大井町駅前）などで配布しています。

10月5日㈰は
品川区長選挙
品川区議会議員補欠選挙
の投票日です
投票時間／午前7時～午後8時

■期日前投票
選挙人名簿に登録があり、投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票所へ行くことができないと見
込まれる方は、事前に期日前投票ができます。投票の際にはご自分の入場整理券をお持ちください。期日前投票は
どの期日前投票所でも投票できます。

期日前投票所 期間
261会議室（区役所第二庁舎6階）・地域センター（13カ所） 9月29日㈪～10月4日㈯午前8時30分～午後8時

問い合わせ／選挙管理委員会事務局☎5742－6845

問い合わせ／文化スポーツ振興課文化振興係☎5742－6836　品川文化振興事業団☎5479－4112

区内で活動する団体や
サークルの発表
ダンスや音楽、芸能、邦楽など
日頃の練習の成果をご覧くださ
い。

古事記などの神話を題材とした里神楽
日11月15日㈯午後2時30分開演
（午後2時開場）
場スクエア荏原ひらつかホール
問品川文化振興事業団

書道、写真、絵画、手工芸、華道などの展示
日11月12日㈬午後1時～7時
13日㈭～15日㈯午前10時～午後7時
16日㈰午前10時～午後3時
場スクエア荏原イベントホール

第5回記念コンサート「T
ザ

HE V
ヴ ォ イ ス

OICE」
「月光仮面は誰でしょう」など区内在住の作曲家、小川寛興氏のヒット曲もお届けします。
日10月19日㈰午後2時開演（午後1時15分開場）
￥2,000円、中学生以下1,500円
D
ド リ ー ム

ream S
ス テ ー ジ

tage T
ザ

he C
コ コ ナ ッ ツ

oconut C
カ ッ プ ス

ups コンサート
華麗なハーモニーと公募区民によるフラダンスの夢の共演をお楽しみください。
日10月25日㈯午後3時開演（午後2時15分開場）
￥1,000円、中学生以下700円
――――――――――――――――――　共　通　――――――――――――――――――
場きゅりあん大ホール
問チケットセンターCURIA（キュリア）☎5479－4140
HPwww.shinagawa-culture.or.jp/

ティーンズコンサート

しながわアマチュアステージ 国指定重要無
形民俗文化財江戸の里神楽鑑賞会 区民作品展
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日9月20日㈯午前10時～午後3時
　※しながわ中央公園は雨天中止。

場中小企業センター（西品川1－28－3）
　しながわ中央公園（区役所前）
問障害者福祉課障害者福祉係
　（☎5742－6707Fax3775－2000）
社会福祉協議会・障害者団体・民生委員協議会・ボランティア
団体・区内福祉施設など、福祉関係者が一堂に集まり、区民の
皆さんと一緒に楽しみながら、ふれあいと交流を図る“まつり”
を開催します。模擬店、バザー、福祉施設などの手作り作品販売、
ステージイベント、アトラクションなど、今年も盛りだくさん
の内容でお待ちしています。ぜひご来場ください。

中庭…模擬店
１階…障害者団体・福祉施設出店
　　（パン・クッキー販売、作業所授産品販売）
２階…バザー（民生委員協議会・ボランティア団体・福祉施設　他）
３階…ステージ、「スヌーズレン」体験コーナー

　　　　歯科医師会による検診相談
スポーツ室…風船バレー、ハンドアーチェリー、アトラクション

動物愛護週間は、命あるものである動物の愛護と
適正な飼育についての関心と理解を深めるために
設けられたものです。この機会に、私たちが飼っ
ている動物、身近にいる動物たちについて、もう
一度考えてみましょう。

飼い主は、動物の習性や生理をよく理解し、健康管理に気
を配り、愛情をもって終生飼育する責任があります。ルー
ルを守って周囲のみんなと動物が気持ちよく暮らせるよう
に飼育しましょう。
※犬には登録と年1回の狂犬病予防注射が必要です。

繁殖を望まない場合は実施しましょう。不妊・去勢手術を
すると性質がおとなしくなり、扱いやすくなるなどのメリッ
トがあるほか、生殖器系の病気の予防にもなります。

都会で猫を飼う場合は、屋内で飼育することが望ましいと
いえます。上下運動ができるよう家具の上などにも上がれ
る工夫をし、専用のトイレ、つめとぎなどを用意することや、
不妊・去勢手術を実施することが屋内飼育を成功させるコ
ツです。

リードできちんとつなぎましょう。散歩中のオシッコはす
ぐに水で流し、フンは家まで持ち帰りましょう。

迷子になり飼い主のもとに戻ることができない動物は少な
くありません。飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子に
なった動物の発見を容易にするためにも、犬には鑑札を着
け、猫やそのほかの動物には名札などをつけましょう。

災害時、避難することになったときは、事情の許す限り動
物を同行します。普段から人やほかの動物をこわがらない、
嫌がらずにケージに入る、トイレは決められたところです
るなどのしつけをしておきましょう。動物のために防災用
品（3日分以上の食事と水など）も用意しておきましょう。

動物愛護ふれあいフェスティバル
『宣誓！無責任飼い主0宣言！！』

19月23日㈷午前11時～午後4時
内動物愛護セレモニー、パネル展示など
場参当日、上野恩賜公園〈噴水池前広場・上野動物園〉
（台東区）へ
29月23日㈷正午～午後4時30分
内講演「高齢者とペットの暮らし」「法律について、ト
ラブル事例など」パネルディスカッション「地域猫対策」
場東京国立博物館平成館（上野恩賜公園）
人390人（先着）
申9月22日㈪正午までに、電話で日本動物福祉協会へ

問い合わせ／日本動物福祉協会☎5740－8856
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9月20日～26日は
動物愛護週間です
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問い合わせ
生活衛生課庶務係
☎5742－9132

動物は正しく終生飼育

身元の表示

災害に備えて

不妊・去勢手術

猫の飼育は屋内で

犬の散歩はルールを守って
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●質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供
幼児期の学校教育と保育を一体的に行う「認定こども園」制度を改善する
とともに、認定こども園・幼稚園・保育園に加え、小規模保育・家庭的保
育などの地域型保育を創設し、待機児童解消に取り組みます。

●地域の子ども・子育て支援の充実
全ての子育て家庭を対象に、子育て相談や親子交流ができる拠点など地域
のニーズに合わせた支援を充実させます。

●新たな財源を確保して、量の拡充や質を向上
幼児期の学校教育・保育、子育て支援の質・量の充実を図るため、子育て
が社会保障分野の1つに位置付けられます。

新制度は、⑴認定こども園・幼稚園・保育園を通じた施設型給
付、新設された地域型保育給付、児童手当からなる「子ども・
子育て支援給付」と、⑵区市町村の実情に応じて実施する「地
域子ども・子育て支援事業」の2つの枠組みから構成されます。
今後は、区市町村が新制度の実施主体として、地域の実情を反映した事業
計画を策定し、様々な施設や事業を整備・実施していきます。

⑴子ども・子育て支援給付
■施設型給付
認定こども園、幼稚園、保育園を通じた給付

＊私立幼稚園は新制度に移行するか、現行制度を継続するか各
園が選択することになります。

■地域型保育給付
新たに区市町村の認可事業となる次の4つを通じた給付
（いずれも原則0～2歳）

■児童手当
保護者への現金給付

○施設型給付・地域型保育給付は、公費を確実に教育・保育の費用に
充てるため、利用者への直接的な給付（現金給付）ではなく、区市町
村から施設などに支払う仕組みです。

⑵地域子ども・子育て支援事業
■利用者支援、地域子育て支援拠点事業、一時預かり、乳児家庭全戸
訪問事業など
■延長保育事業、病児・病後児保育事業
■放課後児童クラブ（すまいるスクール）
■妊婦健診

●施設・事業を利用するために認定が必要となります
認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
1号認定

（教育認定）
満3歳～就学前
（2号認定を除く） 幼稚園・認定こども園

2号認定
（保育認定）

満3歳～就学前で保育が
必要 保育園・認定こども園

3号認定
（保育認定） 0～2歳で保育が必要 保育園・認定こども園・地域型保育

※保育認定（2号・3号）は、保育の必要量により「保育標準時間」（フルタイ
ム就労を想定した利用時間〈最長11時間〉）と、「保育短時間」（パートタイム
就労を想定した利用時間〈最長8時間〉）に区分されます。
※新制度に移行しない私立幼稚園や認証保育所などの認可外施設の利用に際し
ては認定の必要はありません。

●利用手続き

●子ども・子育て計画（仮称）の策定
新制度では、子ども・子育て支援法に基づき、保育をはじめとした様々な
子育て支援のニーズを踏まえ、5年を1期とする子ども・子育て支援事業計
画を策定することとなっています。区では、子ども・子育て会議の意見を
踏まえながら、事業計画の検討とともに、次世代育成支援対策推進法の延
長に伴い、事業計画と次世代育成支援対策推進行動計画を一体化した「子
ども・子育て計画（仮称）」の策定を進めています。

●新制度の説明会の開催
＜第1回＞　日9月22日㈪午後2時～3時30分
場スクエア荏原（荏原4－5－28）　人120人（先着）
＜第2回＞　日9月27日㈯午前10時～11時30分
場きゅりあん（大井町駅前）　人80人（先着）
――――――――――――――　 共　 通　 ――――――――――――――
内子ども・子育て支援制度の概要と利用の流れ
※第1回・第2回とも同じ内容です。　※個々の幼稚園・保育園などに関する
説明・相談は行いません。　※お子さんの同伴可。　※手話通訳あり。
参当日、直接会場へ
○詳しくは区ホームページの「子育て」（次へ）→「子ども・子育て支援新
制度」をご覧ください。

子ども・子育て支援新制度が始まります
　24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、幼児期の学校教育・保
育、地域の子育て支援を総合的に進める「子ども・子育て支援新制度」（以下、新制度）
が27年4月に本格スタートします。区では、「子ども・子育て計画（仮称）」を策定し、
新制度においても引き続き子ども・子育て支援を積極的に推進していきます。

2 新制度の2つの枠組み

1 新制度の主なポイント 3 新制度の利用の流れ

4 新制度にむけた区の取り組み
小規模保育 家庭的保育 居宅訪問型保育 事業所内保育

27年4月
から

新制度について詳しくは
内閣府ホームページをご
覧ください。

http://www8.cao.go.jp/
shoushi/shinseido/index.
html

保育園（0～5歳）幼稚園（3～5歳）＊
認定こども園（0～5歳）

①幼稚園などに直接利用申し込み ①区に「保育の必要性」の認定を
申請*1および、保育園などの利用
希望の申し込み（希望する施設名
などを記載）

②区から認定証を交付

幼稚園などを利用希望の場合
（1号認定）

保育園・地域型保育などを利
用希望の場合（2・3号認定）

②幼稚園などから入園の内定
（定員超過などの場合、選考あり）

③幼稚園などを通じて利用のため
の認定を申請

④幼稚園などを通じて区から認定
証を交付

⑤幼稚園などと契約

*1　利用のための認定は、保育園などへの入園を保障するものではありません。
*2　利用調整にあたっては、従来どおり選考などを行います。
※新制度に移行しない私立幼稚園は従来どおりの手続きです。　※現在、幼稚園
や保育園などに在園している場合は、基本的に継続して利用できます。認定の手
続きは園を通して行います。　※保育料は、国が定める基準を上限として、現行
の負担水準や保護者の所得に応じて、区が定めます。

●入園申し込みの手続きなどは、これまでと大きく変わるものではありません。詳しくは区ホームページなどでお知らせします。

問い合わせ／保育課制度改革担当☎5742－6936

③申請者の希望、保育園などの状
況などにより、区が利用調整*2

④内定した場合は保育園などと契
約
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ヨットのセイルでお気に入りのさかなのイラスト入りオリジナルバッグを作ろう。
日10月12日㈰午後5時～7時30分　
人区内在住の小学生と保護者15組30人（抽選）
￥1組3,500円（入館料・保険料・材料費込）
場申9月21日㈰（消印有効）までに、往復はがきに「親子体験」とし、参加者の住所・氏名（ふりがな）・
年齢・生年月日・性別・電話番号を同館（〠140－0012勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－
3433）へ

発電キットを使った実験を通して風力発電の仕組みを勉強します。
日10月5日㈰午後2時～4時　
講師／金子茂（学研科学創造研究所主任研究員）　
人小学生と保護者18組（抽選）
持ち物／作品を持ち帰る袋
場申9月22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。

2020東京オリンピック・パラリンピックの予定競技を見に行こう。
日10月11日㈯（総合体育館午前9時集合・午後5時解散、往復バス）
場川崎マリエン（川崎市川崎区）
内日本のトップレベル選手によるビーチバレーボール観戦と話　他
※昼食は各自持参。
人小中高生40人（抽選）
※小学生は保護者同伴。
申9月21日㈰（消印有効）までに、往復はがき（1枚3人まで）に「ビーチバレーボール」とし、参加
者全員の住所・氏名（ふりがな）・学校名・学年・電話番号・保護者氏名（続き柄）・保護者電話番号
をスポーツ協会へ

日11月～27年3月   
￥表の費用のほか、年間登録費1人2,000円・1組3,500円（保険料込） 
主催／品川区水泳連盟   
申申込締切日（必着）までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名、年齢、性別、学校名、学年、
電話番号、保護者氏名、泳力（クロールで何ｍ）をスポーツ協会へ     
教室
名 コース 対象 曜日 時間 回

数 費用 会場 定員
（抽選）

申込
締切日

休日
児童

Ｂ

5歳～中学生

第1・3・5日

9:30～11:00

11 1回600円
日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

各
30人

9/27
㈯

ＳＡ 第2・4日 9 4,500円
品川学園温水プール
（北品川3－9－30）

ＹＡ 小・中学生

第1・3・5日
各
11

5,500円

八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）休日

親子
ＹＶ

4歳～小学3年生
と保護者
（2人1組）

11:30～13:00
1組

13,200円
20組

平日
児童

Ｄ2 5歳～小学2年生

火・木

16:00～17:00 各
40

各20,000円

日野学園温水プール

各
20人

9/19
㈮

Ｄ3 小学1～3年生 17:00～18:00

Ｇ4
小学3年～中学生 18:00～19:00

各
20

各10,000円
Ｈ4

HＣ2 5歳～小学2年生

水

15:30～16:30

各
19

各9,500円

豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

HＣ3 小学1～3年生 16:30～17:30

HＣ4 小学3年～中学生 17:30～18:30

ＳＣ2 5歳～小学2年生 16:00～17:00

品川学園温水プールＳＣ3 小学1～3年生 17:00～18:00

ＳＣ4 小学3年～中学生 18:00～19:00

土曜
日児
童

ＴＴ
5歳～小学生

第2・4土

9:30～11:00

各
10

各5,000円

戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23） 各

30人

9/27
㈯

HＴ
豊葉の杜学園温水プール

土曜
日親
子

HＶ 4歳～小学3年生
と保護者
（2人1組）

11:30～13:00

各1組
12,000円

20組

ＴＦ

戸越台中学校温水プール
各
30組

ＴＶ
4歳～未就学児
と保護者
（2人1組）

第1・3・5土 11
1組

13,200円

しながわ水族館「品川区在住親子体験」参加者募集！

第3回スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー「ビーチバレーボール」

児童水泳教室

環境学習講座　風の力で電気を起こそう！

シニアあたまの体操体験教室in八潮
～あなたの脳の元気度は？
あたまの健康を保つ楽しいセミナーとあたまの
体操を体験します。
日①9月19日㈮午後2時～3時30分
②20日㈯午前10時～11時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人区内在住で、65歳以上の方と家族各50人（先着）
申9月17日㈬までに、本人が電話で高齢者いき
がい課☎5742－6733へ

簡単な読み書き・計算を行います。
会場 曜日

荏原いきいき倶楽部（荏原6－2－8） 火
いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11） 火
品川第一区民集会所（北品川3－11－16）水
ゆたかシルバーセンター（豊町3－2－15）木
山中いきいき広場（大井3－7－19） 金
こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）金
日10月21日～27年3月午前9時30分～11時30
分　※1人あたりの学習時間は30分程度。　
※自宅で毎日10分程度の学習もあり。
人区内在住で1人で教室へ通え、10月14日㈫の
説明会に出席できる65歳以上の方各24人程度
（抽選）
￥月2,600円
申10月1日㈬までに、本人が電話で高齢者いき
がい課☎5742－6733へ

月1回、手作りの食事を楽しみながら交流しま
しょう。栄養に関する話やミニ体操など介護予
防についても学びます。

日時 会場
①第2金曜日午前11
時30分～午後1時

南品川シルバーセンター
（南品川5－10－3）

②第4金曜日正午～
午後1時30分

東品川シルバーセンター
（東品川3－32－10）

③第3火曜日午前11
時30分～午後1時

大井林町高齢者住宅
（東大井4－9－1）

日10月～27年3月（全6回）
人自力で会場への往復ができる65歳以上の方
①20人②③各15人（抽選）　
￥各2,400円
申9月26日㈮までに、電話で高齢者いきがい課
いきいき事業係☎5742－6733へ

「いきいき脳の健康教室」
楽しい学習で脳の健康を保ちましょう！

「食事処
どころ

　南品川・東品川・大井林
町」へ出かけてみませんか

●シルバーセンター　9月15日㈷は開館し、入
浴サービスも行います。16日㈫は休館します
が、夜間の会場使用はできます。
問高齢者いきがい課シルバーセンター係
☎5742－6946
●しながわ水族館　65歳以上の方は、各自年
齢の確認できるものの提示で、9月15日㈷は入
場料が100円になります。
問同館☎3762－3433

9月15日㈷は敬老の日です



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

ろば康ひ健

（5）

※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）

9月14日㈰
9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）

9月14日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　モロオ歯科医院 西五反田 4 － 8 －14 ☎3494－8846
　　　青柳歯科 小　山 4 － 3 － 1 ☎3781－0516
　　　篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
　　　中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

9月15日㈷

　　　酒寄医院 東大井 2 －26－ 3 ☎3761－3250
　　　前田歯科医院 西五反田 4 －31－21 ☎3491－9558
　　　栗原医院 荏　原 2 －10－13 ☎3782－0530
　　　みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450
　　　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）

9月13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

9月20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 小
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薬
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内
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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 11/16㈰ ① 9:30～12:30

②13:30～16:30
荏原保健
センター 11/1㈯ ③ 9:30～12:30

④13:30～16:30

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、初めての出産を控えた妊
娠22週以降のカップル24組（選考）
申10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→「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9月25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について
人不登校やひきこもりのお子さんの家
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

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

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 

薬

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

お知らせ
地震に備えて～高齢者などの家
具転倒防止対策助成
シルバー人材センターが転倒防止器具
の選定から取り付けまでを行います。
人次のいずれかに当てはまる世帯
①65歳以上のみの世帯か障害者のみの
世帯　②65歳以上と障害者のみの世帯
③要介護3以上で65歳以上の方か2級
（度）以上の障害者の方がいる世帯
￥費用が20,000円以下＝費用の1割　
費用が20,000円超＝費用から18,000円
を差し引いた額
※住民税非課税世帯は費用が20,000円
以下の場合無料。20,000円を超えた場
合は超えた額を自己負担。
申請書など配布場所／高齢者いきがい
課、地域センター、シルバーセンター
問高齢者いきがい課高齢者住宅担当
（本庁舎3階☎5742－6735）

環境影響評価書の縦覧
中央新幹線（東京都・名古屋市間）に関
する環境影響評価書（東京都）の縦覧を
行います。
日9月29日㈪まで
場環境課（本庁舎6階）、地域センター、
品川図書館（北品川2－32－3）、東京都
環境都市づくり課（都庁第二本庁舎16
階）、JR東海環境保全事務所（東京）（港
区高輪3－24－16 ISAビル3階）
※評価書はJR東海ホームページ HP jr-
central.co.jp/からもご覧いただけます。
問JR東海環境保全事務所（東京）☎
5462－2781、環境課☎5742－6751

児童のための各手当の現況届の
提出はお済みですか？
各現況届を提出していない方は至急提
出してください。提出がない場合、振込
予定日にそれぞれの手当が振り込まれ
ません。詳しくはお問い合わせください。
児童手当・児童育成手当現況届／6月30
日提出期限
児童扶養手当現況届／8月29日提出期限
※ひとり親家庭等医療費助成の現況届
も兼ねています。
特別児童扶養手当現況届／9月10日提出
期限
問青少年育成課手当・医療助成係
☎5742－6721

26年度就学援助の申請を受け付
けています
公立小・中学校にお子さんが通学してい
る保護者に、学用品費や給食費などを援
助します。援助を受けるには、区内在住
で所得が限度額を超えないなど一定の
要件があります。援助費は申請した月か
ら27年3月まで支給します。
※詳しくは、お問い合わせください。
※25年度認定されていた方もあらため
て申請してください。
申27年2月5日㈭までに、学務課か学校
で配布する申請書を学務課学事係（〠
140－8715品川区役所第二庁舎7階☎
5742－6828）へ郵送か持参

消費者センター出前講座を利用
しませんか
消費生活相談員が、消費者トラブルの現
状、被害防止の方策などを分かりやすく
話します。町会や地域の集会、学校など
10人以上の集まりでご利用ください。

※時間は30分から2時間程度、DVDなど
の映像を取り入れた講座もできます。　
申開催日の1カ月前までに、電話で消費
者センター☎5718－7181へ

高年齢者向け「合同就職面接会」
日9月25日㈭午後1時～4時
（受付は午後0時30分～3時30分）
人おおむね55歳以上の就職希望者
場参当日、履歴書（写真貼付）を持っ
て中小企業センター（西品川1－28－3）
へ　※募集内容などはお問い合わせく
ださい。
問サポしながわ☎5498－6357

シルバー人材センター
入会出張相談
自分に合った仕事が見つかります。
日9月18日㈭午前10時～午後3時
場品川第二区民集会所（南品川5－3－20）
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

発達障害者支援施設「ぷらーす」
見学説明会
日10月1日㈬午後6時30分～8時30分
内4月に開所した「ぷらーす」の施設見
学と活動内容の説明
人発達特性をお持ちの方、家族、関係機
関の支援者40人（先着）
場申9月29日㈪までに、電話かEメール
で氏名、電話番号をぷらーす（上大崎1
－20－12☎5793－7095 place@
swc-genki.org）へ
問障害者福祉課療育支援担当
☎5742－6389

第17回4地区合同スポーツフェ
スティバル
日9月21日㈰午前9時30分～午後3時
種目／バドミントン、バウンドテニス、
サッカー教室、卓球、健康体操、グラウ
ンド・ゴルフ、ボクシング体験、体力測
定
￥100円、中学生以下50円
運営／大井・八潮・立会・鈴ケ森地区ス
ポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き
を持って直接立会小学校（東大井4－15
－9）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

総合体育館トレーニング室
秋分の日　特別プログラム
日9月23日㈷

時間 種目
10:00～10:45 やさしいエアロビクス＊

11:00～12:00 代謝を上げて脂肪を落とそう！＊

12:15～13:15 骨盤調整コンディショニング

13:30～14:30 足の筋トレとやさしい腹筋＊
19:00～20:00 ボディバランス
＊の種目は、上履きが必要です。

人16歳以上の方各20人（先着）
￥1種目400円
場参当日、運動できる服・タオル・飲
み物を持って総合体育館へ

スポーツ
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スポーツ協会設立20周年記念
品川区民スポーツ大会（秋季）卓球
日10月12日㈰　
場総合体育館 
種目／初級（男女区別無し）、中学・高
校の男子・女子、一般男子・女子、壮年
Ａ男子・女子（45歳以上）、壮年Ｂ男子・
女子（60歳以上）
※1ゲーム11本、5ゲームマッチ。※全
種目シングルス、予選リーグからトーナ
メント戦。※年齢は27年4月1日現在。
￥500円、中高生300円
申9月23日㈷までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（9月16日㈫を除く）

少林寺拳法初心者教室
日10月4日～12月13日の土曜日か火曜日
午後6時～7時45分（全11回）
場戸越体育館
人小学生以上の方20人（先着）
￥6,000円
主催／品川区少林寺拳法連盟
申10月4日㈯までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（9月16日㈫を除く）

初心者ボウリング教室
日10月24日～12月5日の金曜日
午前11時～午後0時30分（全5回）
※11月7日・14日は除く。
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10月6日㈪までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（9月16日㈫を除く）

男子シードチャレンジ大会（硬
式テニス）
日11月9日㈰午前9時から
※準決勝・決勝は11月16日㈰。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
試合方法／ダブルストーナメント戦
人区民大会・選手権大会で過去3年8位
以内に入っていない方48組（先着）
￥1組3,000円、連盟登録者2,500円
主催／品川区テニス連盟
申10月19日㈰までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（9月16日㈫を除く）

外国人と親子でクッキング
スターシェフ・品川厨

ちゅう

房
ぼ う

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。26年度協働提案事業
として英KIDSと品川区で開催します。
日時（全4回） 内容
11/9㈰
9:30～11:30

キノコたっぷり豚汁と味覚
の宝箱“太巻き寿司（ずし）”

12/14㈰
9:30～11:30

クリスマス・スペシャル　
ピザパーティー

27年1/11㈰
9:30～11:30

スイート・バレンタイン　
チョコチップクッキー

3/1㈰
9:30～11:30

いかをさばこう！！
漁師風いかめし

場きゅりあん（大井町駅前）
講師／徳増和佳奈（フードプランナー）、
前田淳（調理師）他
人親子18組36人（抽選）　
￥2,500円（材料費）
申10月3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

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。
日程（全5回） 内容

10/25㈯、11/15㈯ ビジネス文書
11/30㈰ パワーポイント

12/7㈰・13㈯ 中級エクセル
※時間は午前9時30分～午後4時30分。

場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内在住か在勤のひとり親家庭の親
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
る方20人（抽選）
申9月24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
shinagawaku.with@krf.biglobe.ne.jp）へ
問子育て支援課児童家庭相談係
☎5742－6589

マンション管理セミナー「事例か
ら学ぶマンショントラブル解決法」
日10月18日㈯午後1時～3時
場講堂（第三庁舎6階）　
内規約に違反したペットの飼育問題、管
理会社の変更、管理費・積立金の不払い
など
講師／柄澤昌樹（弁護士）
人分譲マンションの居住者や管理組合
役員の方、関心のある方100人（先着）
※区内在住の方優先。
申電話かFAX、はがきに「マンション
管理セミナー」とし、代表者の住所・氏
名・電話番号、マンション名、参加人数
を都市計画課住宅運営担当（〠140－
8715品川区役所☎5742－6777Fax5742
－6889）　へ
○区ホームページから電子申請もでき
ます。

区民大学教養講座「生誕150年リヒャル
ト・シュトラウスとドイツ音楽の20世紀」
日程

（全6回） タイトル 講師

11/6
㈭

リヒャルト・シュ
トラウス：交響詩
によって切り拓（ひら）
いた新たな表現

広瀬大介
（青山学院大
学准教授）

11/13
㈭

グ ス タ フ・ マ ー
ラー：劇場型交響
曲

伊藤綾
（横浜市立大学
非常勤講師）

11/20
㈭

リヒャルト・シュ
トラウス：歌曲と
オペラで花開いた
歌唱芸術

広瀬大介

12/4
㈭

《サロメ》から《予
感》へ：シュトラ
ウスとシェーンベ
ルク

福中冬子
（東京藝術大
学准教授）

12/11
㈭

マーラーとシュト
ラウスが切り拓（ひら）
いたドイツ歌曲の
「新しい道」

伊藤綾

12/18
㈭

世紀転換期の音楽
世界：頽廃（たいはい）
のオペレッタ

福中冬子

※時間は午後7時～9時。

場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
人16歳以上の方100人（抽選）
￥1,500円
申10月10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、手話通訳希望の
有無を文化スポーツ振興課生涯学習係へ

精神障害者ホームヘルパーステ
ップアップ研修公開講座
日10月8日㈬午後6時～8時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内向精神薬の作用・副作用
講師／武士清昭（東邦大学医学部精神神
経科医師）
人20人（ヘルパーの方を優先し抽選）
申10月2日㈭までに、電話かFAXで講
座名、住所、氏名、電話番号、ヘルパー
の方は勤務先を品川ケア協議会（☎
3471－4830Fax3472－6152）へ
問障害者福祉課精神障害者福祉担当
☎5742－6711

奥峰子のすてきな園芸講座
みどりと花のフェスティバルと同時開
催。寄せ植えを作ります。
日10月4日㈯①午前10時30分～11時40
分②午後1時30分～2時40分
場東品川海上公園（東品川3－9）
人区内在住か在勤の方各35人（抽選）
持ち物／筆記用具
申9月20日㈯（必着）までに、往復はが
き（1枚3人まで）で講座名、希望番号、
参加者全員の住所・氏名・電話番号をし
ながわ中央公園管理事務所（〠141－
0033西品川1－27－14☎5740－5037）へ

立正大学心理学部公開講座「“きずな”
の心理学―助け合いとこころの幸福」
日程

（全2回） テーマ 講師

10/11
㈯

自然災害および科学
技術災害による被災
者のストレスと精神
健康－東京都三宅村
と福島県大熊町の被
災者を中心に－

藤森立男
（心理学部対
人・社会心理
学科教授）

10/18
㈯

人はなぜ助け合う
のか：助け上手、助
けられ上手になる
ために

永井智
（心理学部臨
床心理学科准
教授）

※時間は午後3時30分～5時。

場立正大学（大崎4－2－16）
人16歳以上の方200人（抽選）
※お子さんの同伴可。
申9月26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。

講座・講演

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/

●散歩グループの付添い
知的障害者施設で、利用者・職員と一
緒に散歩します。
日週1回（月～金曜日）
10:30～11:30か13:20～14:20　
場サンかもめ（八潮5）
●将棋ボランティア
高齢者施設で将棋の相手をします。
日週1回（月・金曜日）15:00～16:00
場なごやか中延（東中延2）
●手芸講師
高齢者施設で手芸の指導をします。
日週1回（月～日曜日）13:30～15:00
場小規模多機能型居宅介護「おもてな
し」（北品川1）

●理容ボランティア
入院中の方の散髪をします。
日月1回から（月・金曜日）
14:00～16:00
場大村病院（大井3）
●書道指導
高齢者施設で書道の指導をします。
日月1回（水曜日）13:30～14:30
場西大井在宅サービスセンター（西大
井2）
●食事の下膳手伝いと見守り
高齢者施設で、会話をしながら食事の
見守りなどをします。
日週1回（月～土曜日）12:15～13:30
場成幸在宅サービスセンター（中延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

■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9月22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

スポーツ
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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

発達障害・思春期サポート事業
第4回啓発講演会
日10月11日㈯午後1時30分～3時30分
場関ヶ原シルバーセンター（東大井6－
11－11）
内講演「家庭でできる、発達特性に合わ
せた無理のない学習サポート」
講師／熊谷恵美（臨床心理士）他
人40人（先着）　￥500円（資料代）
申10月9日㈭（必着）までに、往復はが
きかEメールで講演会名、住所、氏名、
電話番号をパルレ（〠141－0021上大崎
1－20－12 moushikomi@gol.com）へ
問障害者福祉課療育支援担当
☎5742－6389

シルバー人材センター体験講習
「障子の張り替え」
日11月12日㈬午後1時～4時40分　
場品川第一区民集会所（北品川3－11－16）
人区内在住で、60歳以上のシルバー人
材センター未入会の方20人（抽選）
申10月15日㈬（必着）までに、はがき
かFAX、Eメールに「11月12日障子張
り替え」とし、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、生年月日、性別、電話番号を東京
しごと財団「シルバー講習担当Ｋ」（〠
102－0072千代田区飯田橋3－10－3東
京しごとセンター8階Fax5211－2329
sc_kousyu@shigotozaidan.or.jp）へ

※当選者のみ通知します。
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713

ウェルカムセンター原・交流施設の教室
和楽器学習者のための音楽基礎講座
日10月6日～11月17日の月曜日
午後1時30分～3時30分（全5回）
※祝日を除く。
人28人（抽選）　￥4,000円
場申9月25日㈭（必着）までに、往復は
がきで教室名、住所、氏名、年齢、電話
番号を同施設（〠140－0015西大井2－
5－21）へ
問大井第三地域センター☎3773－2000

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手づくりで楽しむ和の香り
匂い袋・練香・塗

ず こ う

香
日10月10日㈮、11月14日㈮、12月12
日㈮午後1時～3時（全3回）
人14人　￥13,800円（教材費込）
②ペンで描く水彩スケッチ
日10月16日㈭、11月20日㈭、12月18
日㈭午後1時～3時（全3回）
人12人　￥6,600円（教材費・モチーフ代込）
③ベートーヴェン「第九」をもっと楽し
く聴こう！
日10月18日㈯、11月8日㈯、12月20日
㈯午後5時～6時30分（全3回）

※12月20日は午後7時まで。
人20人　￥6,000円
④オペラ歌手が導く合唱の楽しみ
日10月7日～12月16日の火曜日
午前10時～正午（全8回）
人20人　￥14,600円（教材費込）
⑤囲碁教室＜入門＞
日10月11日～12月20日の土曜日
午前10時～正午（全6回）
人20人　￥7,400円（教材費込）
―――――――　共　通　―――――――
場問①～③はメイプルセンター（西大
井駅前☎3774－5050）、④⑤は同八潮
教室（八潮5－9－11☎5492－7305）

第113回品川区合唱祭出演団体募集
日11月16日㈰午前11時50分開演
（午前11時20分開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
講評者／杉山範雄（合唱指揮者）
演奏時間／1団体8分以内
人区内で活動するアマチュアのコーラ
スグループ　
￥1グループ6,000円
申9月25日㈭（必着）までに、往復はが
きに「合唱祭」とし、グループ名、参加
人数（男・女別）、予定曲名、代表者の
住所・氏名・電話番号・FAX番号を文化
スポーツ振興課文化振興係へ

船でめぐる品川の水辺
水門などの水辺施設や目黒川を船に
乗って見学します。
日10月13日㈷
①午前10時～正午②午後1時～3時
※五反田ふれあい水辺広場集合・解散。
人自力で階段を歩行できる小学4年生以
上の方2人1組各20組40人（抽選）
※小学生は保護者同伴。
※当日は動きやすい靴、服装でお越しく
ださい。
￥1人500円（保険料込）
申9月22日㈪（消印有効）までに、往復
はがきに「乗船希望」とし、希望番号、
参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番
号を河川下水道課水辺の係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6794）へ

小学生による清掃リサイクルポ
スター展開催！
優秀作品はリサイクルカレンダーに掲
載したり、収集車両に貼り出します。
日9月19日㈮～29日㈪午前9時～午後5時
※9月20日㈯・22日㈪・23日㈷・27日
㈯を除く。
場第二庁舎3階ロビー
問品川区清掃事務所リサイクル推進係
☎3490－7098

秋季短歌大会作品募集
日11月2日㈰午後1時～4時
（受付は午後0時30分から） 
場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
内講評と優秀作の発表、表彰
選者／酒井佑子（「短歌人」同人）
選歌方法／選者と参加者の互選
人中学生以上の方
￥1,000円、中学・高校生500円
申9月19日㈮までに、封書で未発表の自
作の雑詠一首（原稿用紙は縦書き）、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、所
属団体、費用（定額小為替）を品川区短
歌連盟・三浦マサ（〠142－0064旗の
台3－5－2）か文化スポーツ振興課文化
振興係へ郵送

品川清掃工場見学会
日9月27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9月25日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

第219回日曜コンサート
日9月21日㈰午後1時30分～3時
曲目／ヴェルディ作曲：歌劇『椿

つばきひめ

姫』よ
り「乾杯の歌」他
出演／品川クラシック音楽協会
場・観覧方法・問当日、中小企業センター
3階レクホール（西品川1－28－3☎
3787－3041）へ

中延高齢者複合施設　
くつろぎ祭り
日10月11日㈯午前11時～午後2時30分
内アトラクション、模擬店、盆踊り、ゲー
ムコーナー他
場問同施設（中延6－8－8☎3787－
2951）
●当日のボランティアを募集します
内模擬店販売、誘導、後片付けなど
時間／午前10時～午後3時頃
申9月20日㈯までに、電話で同施設へ

品川＆早川ふるさと交流
南アルプス広河原ハイキングツアー
紅葉の広河原をガイドが案内。カツラの
大木の森や渓谷美などを楽しみます。
日10月25日㈯～26日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤で、中学生以上の方
15人（先着）　※中学生は保護者同伴。
￥14,250円（1泊2日3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

区民公園樹木リサイクル体験ツアー
日10月5日㈰
①午前10時～正午②午後2時～4時
人区内在住の小学4～6年生の親子各10
組20人（抽選）
内公園樹木の再利用について、親子で
見て・触れて・作る体験ツアー
場申9月20日㈯までに、はがきかFAX
に「体験ツアー」とし、希望番号、住所、
氏名、電話番号、お子さんの氏名・年
齢をしながわ区民公園管理事務所（〠
140－0012勝島3－2－2☎3762－0655
Fax3767－8258）へ

催　し ★

★

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（9月1日現在）258,151,250円
9月1日現在、257,163,520円を岩手県宮古市（119,500,000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

うたとがっきのファミリーコンサート

みんなで音楽の旅に出発だ！世界のクリスマスソングを楽しもう。
日12月14日㈰午後2時30分開演（午後2時開場）　場スクエア荏原（荏原4－5－28）
出演／かぼちゃの馬車音楽隊　他
曲目／風も雪もともだちだ、ジングルベル、あわてんぼうのサンタクロース　他
￥1,200円、小学生以下800円（全席指定）　※2歳まで保護者膝上鑑賞無料（保護者1人につき1人）。
発売開始／9月12日㈮　
　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
　インターネット予約：午前9時から／ HP shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。　※託児はありません。
問チケットセンターＣＵＲＩＡ（キュリア）☎5479－4140

秋の品川区交通安全運動がはじまります
9月21日㈰から9月30日㈫まで

やさしさが　走るこの街　この道路
外出時には信号を守る、横断歩道以外の場所で道路は渡らな
いといった基本的な交通ルールを守りましょう。また、運転
者は、子どもや高齢者を見かけたら、徐行するなど思いやり
のある運転を心掛けましょう。
＜運動の基本＞　子どもと高齢者の交通事故防止
＜運動の重点＞　1夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中
の交通事故防止（特に、反射材用品などの着用の推進および
自転車前照灯の点灯の徹底）　2全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正しい着用の徹底　3飲酒運転の根絶
4二輪車の交通事故防止
問土木管理課交通安全係☎5742－6615

クリスマスソングで世界旅行！

品川区民活動情報サイト
しながわすまいるネットに登録しませんか

HPshinagawa-smile.net/
※区ホームページからもご覧いただけます。

問地域活動課協働・ふれあいサポート係
☎5742－6605

しながわ

すまいる
ネット

午後2時20分
よりミニ手遊び
タイムあり



古紙配合率80％再生紙を使用しています

● みどりと花のフェスティバル
● 27年度の学校選択
● 区民相談室

次号予告　9月21日号
平成26年（2014）

9/11
1926号

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。

7月28日㈪、品川児童学園子ども発達相談室の分室「戸越ルー
ム」の開所式が行われました。戸越ルームは、戸越ひまわり
保育園跡施設に開設。福栄会が事業を行い、0歳から就学前
までの子どもの発達に関しての子育て上の悩みや不安につい
て、専門的立場から相談に応じます。

子ども発達相談室子ども発達相談室
「戸越ルーム」オープン「戸越ルーム」オープン

6月16日㈪、就労支援研修センター（西五反田2）で品川区若
者就業体験事業の入社式が行われ、20歳から33歳までの若者
37人が参加。この事業は、若者の正規雇用のチャレンジを応
援するとともに、区内中小企業の人材確保と人材育成を支援
することが目的で、就業体験先での正規雇用に結びつけます。

7月5日㈯、しながわ水族館で「ご当地キャラ総選挙inしなが
わ水族館」の結果発表が行われ、戸越銀座商店街のマスコッ
トキャラクター“戸越銀次郎”が品川区ご当地キャラ人気
No.1に輝きました。自治体が、独自でご当地キャラクターの
総選挙を行うのは全国的にも珍しいことです。

若者就業体験事業入社式若者就業体験事業入社式

品川区ご当地キャラ品川区ご当地キャラ
人気No.1が決定人気No.1が決定

6月25日㈬、戸越銀座商店街で2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック開催に向けた英会話プロジェクト「英語少し通
じます商店街」の第2弾を実施。客役の外国人が英語で買い
物をして回り、各店舗の店主・店員が英語による接客に挑戦。
このプロジェクトは今後区内全域に広げていく予定です。

「英語少し通じます「英語少し通じます
商店街」プロジェクト商店街」プロジェクト

7月14日㈪、オークランド市（ニュージーランド国）への青
少年語学研修派遣生が区役所を訪問。今年は一般公募15人に、
区立全中学校の学校長推薦による15人を加えた中学2年～高
校2年生計30人を8月3日～27日の25日間派遣。ホームステイ
をしながらリンフィールドカレッジで英語を学びました。

7月24日㈭、天王洲運河水辺広場と東海橋防災船着き場の周
辺水域において、区・警察・消防・民間事業所合同で「津波
等を想定した水難救助訓練」を実施。訓練は、昨年に引き続
き2回目。大震災発生に伴い大津波警報が発令され、品川区
に津波が到達するという想定で、178人が訓練に参加しました。

オークランド市オークランド市
青少年語学研修派遣青少年語学研修派遣

津波等を想定した津波等を想定した
水難救助訓練水難救助訓練

7月12日㈯、日光市ホッケー場（栃木県）で日本スポーツ界トッ
プレベル競技観戦ツアー第1弾“ホッケー”が行われ、親子
など22人が参加。オリンピック・パラリンピックの開催機運
を盛り上げようと実施されたもので、今年度はビーチバレー
ボール、サッカーなどの観戦ツアーを予定しています。

親子でホッケー体験親子でホッケー体験

8月5日㈫から8日㈮にかけて、区の保養所である品川
荘（静岡県伊東市）で3泊4日の英語合宿「親子で語学 in 
SHINAGAWA-SO」が行われ、8組の親子が参加しました。参
加者は英語でチェックイン後、講師や友達とのコミュニケー
ションなど日常会話は全て英語を使った生活を送りました。

親子で語学 in 親子で語学 in 
SHINAGAWA-SOSHINAGAWA-SO

第34回「品川納涼祭」

8月2日㈯・3日㈰、西大井広場公園で第34
回「品川納涼祭」が開催され、大勢の来
場者でにぎわいました。ちょうちんに明か
りがともり始めると、西大井広場は盆踊り
会場に。来場者が一体となって盆踊りを
楽しんでいました。

立会川環境美化運動

7月7日㈪、河川環境美化を啓発する「立
会川環境美化運動」が実施され、立会川
周辺や勝島運河の清掃活動と美化啓発活
動が行われました。9年度にスタートし、
今年で18回目を迎えました。

品川子育てメッセ2014

7月4日㈮、スクエア荏原で「品川子育て
メッセ2014」が行われ、約2,600人が会
場を訪れました。7回目を迎えた同メッセ
ですが、全館を使って様々な団体が展示
や催しを行い子育て世代の交流を図りま
した。

社会を明るくする運動

7月4日㈮、社会を明るくする運動の街頭
広報活動が、武蔵小山・五反田・大崎・
大井町・西大井・立会川・青物横丁の各
駅頭と八潮団地で行われました。この運
動は犯罪や非行のない明るい社会を築こ
うとする全国的な運動です。

しながわ
写真
ニュース




