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洋服ダンスや大きなダイニングテーブルから、小型の衣装ケー
スなど、たくさんの家具がそろっています。インテリア用品や、
食器類、タオルなどの贈答品も扱っています。
営業時間 午前10時～午後5時30分
定休日 水曜日（他に年末年始・夏期休業あり）
住　所 広町2－1－36（第三庁舎2階）
電　話 5742－6933

※粗大ごみ回収品を再利用した家具などの販売も行っています。
※購入後の返品はできません。サイズを確認し、来店してください。
※家具など、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）。

使っていない日用品や買い換え
で使わなくなった家具など、「捨
てるのはもったいない」、そん
な愛着が詰まった品物を「リボ
ン」でもう一度よみがえらせて
みませんか。
○リサイクルショップ「リボン」は、NPO法
人「エコタウンしながわ」が品川区の協力を
受けて運営しています。

※不用品交換情報ボードの利用は無料で
す。ご希望の方は来店してください。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。

リサイクル
ショップ 洋服や、バッグ、ガラス製品・陶漆器などが

店内に並んでいます。婦人服が一番の売れ筋
です。
営業時間 午前11時～午後7時
※祝日は午後5時まで。
定休日 水曜日（他に年末年始・夏期休業あり）
住　所 旗の台5－13－9
電　話 5498－7803

※衣類はクリーニング済みか家庭で洗濯・アイロ
ン掛け済みのもの。

売れた品物の精算を
します。販売実費と
して売上商品価格の
42％を手数料として
いただきます。

店内へ商品として
4週間展示します。

1人1回20点まで。価格（1点につき3
万円まで）は相談して決めます。出品
時に1点につき預かり手数料100円（家
具は300～500円）をいただきます。
家具などは別に保証金を預かります。

出品できるのは18歳以上の方
（区外も可）で、事前に電話
予約が必要です。登録時には
住所の確認できるもの（保険
証、免許証など）が必要です。

1 電話予約 2 出品 3 展示 4 精算
出品の仕方 両店共通

大井町店 旗の台店

区が回収するペットボトル店頭回収廃止のお知らせ
これまで、コンビニエンスストアなどの店頭に持ち込まれたペット
ボトルを区が回収してきましたが、資源ステーション回収が定着し
てきたことなどを踏まえ、27年2月末をもって店頭回収を終了しま
す（各店舗が販売したものについては拡大生産者責任において回収
する予定です）。3月以降、家庭から出たペットボトルはお店に持ち
込まず、週1回の資源の日にお近くの資源回収ステーションにお出
しください。

ごみを減らす
キーワード“3つの　”
10月は「3Ｒ（スリー

アール）推進月間」です　
ごみが出るのが当たり前、使い捨てが当たり前の暮らしをしていませんか。「ご
みも資源も元から減らす（Reduceリデュース：発生抑制）」、「繰り返し使
う（Reuseリユース：再使用）」、「資源として再び利用する（Recycle
リサイクル：再生利用）」という3Ｒ活動を広げ、「もったいない」
の精神を大切にし、｢使い捨て型社会｣ から ｢循環型社
会｣ に変えていきましょう。

◉無駄になるものを買ったり、買いだ
めをしない　◉生ごみはしっかり水き
りをして出す　◉マイバッグ・マイ箸・
マイボトルを使う　◉使い捨てになる
ものは極力買わない　◉詰め替え用品
を選ぶ　◉最後まで大切に使う

◉まだ使えるものは交換・修理などをする　◉シャンプーなど
のボトルは、繰り返し使う　◉リサイクルショップやフリーマー
ケット、リサイクル情報紙を利用し、必要な人に使ってもらう

＊修理・修繕を行う「リユース事業協力（賛同）店舗」を紹介しています
家具、家電製品、自転車、洋服、靴、かばん、傘、寝具、ミシン、眼鏡、畳、アクセサリー
など
※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。

◉資源は分別し、資源ステーション回収や集団回収、拠点回収に出す
◉牛乳パックは、すすいで、開いて、乾かす　◉ペットボトルは、さっ
とすすいでキャップとラベルを分ける　◉紙は種類ごとに縛る
＊毎月本紙21日号でリサイクルや拠点回収などについてお知らせしています。

品川区清掃事務所
リサイクル推進係
☎3490－7098

問い合わせ

■第9回容器包装3Ｒ推進フォーラム
品川区の取り組みを紹介しながら、消費者・事業者・自治体のよりよい連携・協
力のあり方を考えることを目的として開催されます。
日 12月15日㈪午前9時30分～正午　場きゅりあん（大井町駅前）　
主催 3Ｒ推進団体連絡会
申電話かEメールで、住所、氏名、団体名、部署名、電話・FAX番号をダイナック
ス都市環境研究所・北坂（☎3580－8221 3rforum@dynax-eco.com）へ

第9回容器包装３Ｒ推進フォーラム
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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/

●リハビリの手伝い
高齢者施設でリハビリの手伝いやお茶
出し、話し相手をします。
日週1回（木・土曜日）13:30～15:30
場戸越台在宅サービスセンター（戸越1）
●陶芸クラブの手伝い
高齢者施設でクラブの準備・片付け、
利用者の補助や作業の見守りをします。
日週1回（水曜日）13:15～15:30
場ケアセンター南大井（南大井5）

●麻
マージャン

雀・囲碁などの相手　
高齢者施設で利用者と一緒に麻雀・囲
碁・将棋・花札を楽しみながら行います。
日週1回（月～土曜日）13:30～15:00
場大崎在宅サービスセンター（大崎2）

●昼食作り
精神障害者施設で利用者・職員と一緒
に昼食を作ります。
日週1回（木曜日）10:00～12:00
場かもめ第二工房（西大井1）
●知的障害者の支援
余暇活動の企画から活動まで手伝います。
日月1回（日曜日・不定期）
9:00～16:00
場ひまわり会（南品川5）
●病院内案内
外来・入院患者への案内、誘導（車い
す介助など）をします。
日週1回から（月～金曜日）
午前か午後3時間程度
場ＮＴＴ東日本関東病院（東五反田5）

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10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

ポ

国保基本健診を毎年受けている方と受けていない方の年
間医療費の平均を比較すると、受けている方のほうが年
間約6万円医療費が低くなっています。健康だと思って
健診を受けずにいると、ある日突然具合が悪くなり、医
療費も多くかかる危険性があります。“カラダ”にも家
計にも健診は必要です。

国保基本健診 がん検診（一部自己負担金がかかります）

40～74歳の品川区国民健康保険の加入者を
対象にした年1回の無料健診です。対象者に
は5月下旬に受診券をお送りしています。
問国保医療年金課保健指導係
☎5742－6902

職場などで検診を受ける機会のない区民を対
象に胃・肺・大腸・喉頭・前立腺・乳・子宮
がん検診を実施しています。
問健康課保健衛生係
☎5742－6743

後期高齢者健康診査
後期高齢者医療制度の加入者を対象にした年
1回の無料健診です。対象者には5月下旬に受
診券をお送りしています。
問国保医療年金課高齢者医療係
☎5742－6736

品川区で実施中のけんしん（健診・検診）　　　　　　　※各「けんしん」については、下記にお問い合わせください。

「けんしん」結果からわかる主な“カラダ”の異常

品川区国保では生活習慣病の方が増えています

健診を受けると、医療費が抑えられる！？

けんしんけんしん（（健診・検診健診・検診））を活用して、を活用して、
健康生活を維持しましょう！健康生活を維持しましょう！

「けんしん」は自分への投資です！自覚症
状のない段階で早期発見し、生活習慣病
予防につなげましょう。「けんしん」を
定期的に受け、うまく活用しましょう。

問い合わせ／／国保医療年金課保健指導係☎5742－6902

食べ過ぎ

飲み過ぎ

運動不足

ストレス

喫煙など

あなたの
生活習慣

定期健診
・

国保基本
健診など

肥満症

大腸がん

高血圧

胃がん

脂質異常症

乳がん

腎臓機能障害

糖尿病

子宮がん

肝機能障害

肺がん
がん検診

狭心症
心筋梗塞

脳出血
脳梗塞

人工透析

進行がん

悪化
放置

品川区国民健康保険では、加入者の約4割が、生活習慣
病で通院中です。糖尿病や高脂血症で受診中の方は23区
中2番目に多い状況です。生活習慣病は身近な問題です。

糖尿病り患率
23区中2位

高脂血症り患率
23区中2位

生活習慣病で通院中の方
約4割

過去５年連続
健診未受診者

過去５年連続
健診受診者

約44万円

約38万円
その差
約6万円
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児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを使用して様々な活動を行
い、児童虐待防止運動について広く知っていただくためのキャンペーンです。
オレンジリボンには「子どもの虐待を防止する」というメッセージがこめら
れています。

オレンジリボンをたすきに仕立て、渋谷ハチ公前から横浜山下公園まで、リ
レーをします。通過地点周辺で啓発活動も行います。ぜひ応援に来てください。
日10月26日㈰午前11時15分頃
場第一京浜国道沿い（北品川駅～新馬場駅）
中継地点：品川児童相談所（北品川3－7－21）

日10月27日㈪～11月7日㈮　午前8時30分～午後5時
※土曜日・祝日を除く。火曜日は午後7時まで。
場区役所本庁舎・第二庁舎3階連絡通路

童 待 止 進 間
11 は月
児 虐 防 推 月 すで

区では、児童虐待防止推進月間と10・11月の里親月間にちなんでキャンペーンを行います。

問い合わせ／／子育て支援課児童家庭相談係☎5742－6959

「ほっとファミリー」の里親や里子の方の話を
聞く貴重な機会です。ぜひご参加ください。
日11月8日㈯午前10時～11時45分
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人100人（先着）
申電話かFAXで住所、氏名、電話番号を子育て支援センター
（☎5749－1032Fax5749－1036）へ

いろいろな理由で親と一緒に暮らすことのできな
い子どもたちを一定期間養育する ｢養育家庭｣ を、
東京都では「ほっとファミリー」と呼んでいます。

もしかしたら…虐待かな？と思ったら『迷わず、すみやかに』
下記までご連絡ください。連絡した方の秘密は守られます。

しながわ見守りホットライン ☎3772－6622☎3772－6622
24時間つながります

オレンジリボン・キャンペーン 養育家庭体験発表会

オレンジリボンたすきリレー2014

児童虐待防止キャンペーンのパネル展示

ほっと
ファミリー
とは

非核平和都市品川宣言制定30周年

男女共同参画推進フォーラム2014
区では、区民一人ひとりが互いに人権を尊重しつつ責任を分かちあい、能力と個性
を発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいます。この取り組みの
一環として、今年も、公募の区民の方を中心に企画した「男女共同参画推進フォー
ラム2014」を開催します。

昭和37年生まれ。
2男1女の父親。
9回の転職を経て、平成18年に父親支援事業を展
開するファザーリング・ジャパンを設立。「笑っ
ている父親を増やしたい」と講演や企業向けセミ
ナー、絵本の読み聞かせなどで全国を歩く。24
年には児童養護施設の子どもたちの自立支援と子
ども虐待やＤＶの防止を目的とするタイガーマス
ク基金を立ち上げ代表理事に就任。

仕事と育児の両立の秘けつは？家族の笑顔をもっと見るためには？
子どもたちの明るい未来のために今、求められているものとは？自
分らしくもっと自分を楽しむためのポイントを話していただきます。
講師／安藤哲也（ファザーリング・ジャパン代表理事）
人小学生以上の方150人（抽選）　
託児／1歳～就学前のお子さん（抽選）
申10月31日㈮（必着）までに、往復はがきかFAX（1枚2人まで）に「フォーラム参加希望」とし、
全員の住所・氏名・電話番号、託児希望の方はお子さんの氏名・月年齢、手話通訳希望の有無を男
女共同参画センター（〠140－0011東大井5－18－1 Fax5479－4111）へ
※空席がある場合は、開演5分前に当日受け付けをします（託児は事前申し込みのみ）。

「今  人生  楽しんでますか？」
～自分らしい  仕事と育児の  バランスを見つけよう～

講師プロフィール

安
あんどう

藤哲
て つ や

也

第64回品川区民スポーツ大会（秋季）
種目 日程 会場 申込締切日 費用 内容

ダンス
スポーツ

11月9日
㈰

品川健康センター
（北品川3－11－22）

10月14日
㈫

1ペア
800円

①スポーツダンス②ベーシック
③ニュースター④ビギナーズ
※スタンダード（ワルツ・タンゴ複合）
とラテン（チャチャチャ・ルンバ複合）
あり　※Ａリーグ登録者は除く

グラウンド・
ゴルフ

天王洲公園
（東品川2－6）

10月30日
㈭

500円
一般の部（16歳以上）
※個人対抗戦4ラウンド32ホー
ルプレイ　※男女別優勝あり

申申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会（東五反田2－11－2☎3449－4400）へ
（10月20日㈪を除く）

スポーツ協会設立20周年記念 　　　講演＆対談と映画上映
知ることが、あなたの支援の第一歩
日11月20日㈭午後1時～4時40分　場きゅりあん（大井町駅前）

人250人（抽選）　託児／2歳～就学前のお子さん5人（抽選）
申11月7日㈮（必着）までに、往復はがきで代表者の住所・氏名・電話番号、
人数、託児希望の方はお子さんの氏名・年齢・性別、車いす席希望の有
無を広報広聴課区民相談室（〠140－8715品川区役所☎3777－2000）へ

共催／／男女共同参画推進フォーラム2014企画運営委員会

11月15日㈯
午後1時30分開演（午後1時開場）
きゅりあん小ホール
（大井町駅前）
男女共同参画センター
☎5479－4104

日時

場所

問

講演会

犯罪被害者
週間行事

講演＆対談
出演／村井玲子（犯罪被害者遺族）
　　　田中健（俳優）
　　　※手話通訳あり。

講演＆対談 講演＆対談
「衝動殺人　息子よ」
※日本語字幕なし。

映画上映



●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）
10/11

（4）

自律型光センサロボットの制御を楽しく
学び、ロボットコンテストも行います。
製作したロボットは持ち帰れます。
日11月8日㈯・9日㈰
午前10時～午後4時（全2回）
人中学生20人（抽選）
￥3,500円
場申10月23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
問文化スポーツ振興課生涯学習係

日程 時間 内容 会場（雨天決行）・問い合わせ
10/18㈯ 12:00～18:00 はたのだいまつり（活動発表） 旗の台文化センター・旗の台児童センター・旗の台公

園（旗の台5－19－5）
問旗の台児童センター☎3785－128010/19㈰ 11:00～15:00 はたのだいまつり（模擬店・ゲームコーナーなど）

10/25㈯ 13:00～15:30 ゆたかっこまつり
戸越公園（豊町2－1）
※雨天時はゆたか児童センター（豊町1－18－15）
問ゆたか児童センター☎3786－0633

11/8㈯

12:15～15:30 第28回かっぱっこまつり 東品川児童センター（東品川1－34－9☎3472－5806）
11:00～13:00 ふれあいどんどまつり 南品川児童センター（南品川4－5－28☎3450－5043）
13:00～16:00 えこえこまつり 大井倉田児童センター（大井4－11－34☎3776－4881）
10:15～12:00 西中秋まつり 西中延児童センター（西中延3－8－5☎3783－1875）
11:00～14:00 ＴＰＦまつり 冨士見台児童センター（西大井6－1－8☎3785－7834）
13:30～15:30 こどもまつり2014 南ゆたか児童センター（豊町4－17－21☎3781－3577）
11:00～14:30 やしお子どもふれあいフェスティバル 八潮児童センター（八潮5－10－27☎3799－3000）

11/22㈯ 11:30～15:00 がらくたまつり
浜川小学校　校庭・体育館（南大井4－3－27）
問水神児童センター☎3768－2027、南大井児童セン
ター☎3761－4148

14:00～16:00 秋フェスタ’14 後地児童センター（小山2－9－19☎3785－5033）

産業技術高専オープンカレッジ
「中学生のための楽しいロボット講座」

児童センターまつりで楽しもう！

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」
の申請を郵送で受け付けています。対象の
方は、早めに申請してください。詳しくは、
事務センターまでお問い合わせください。
申請期限／12月15日㈪（消印有効）まで

申し込み・問い合わせ先

品川区臨時給付金事務センター

☎3784－2320
〠141－0033西品川1－28－3
中小企業センター4階

※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。
※土曜日、第4日曜日、祝日を除く。

臨時給付金の申請はお済みですか？

Ｓ
シ ッ プ

ＨＩＰ（SHinagawa Industrial Platform）
SHIPには「ビジネスという大海原に革新
を求め航海する」という気持ちが込めら
れています。

100件の応募の中から選ばれました。たく
さんのご応募ありがとうございました。
問ものづくり・経営支援課ものづくり支援係
☎5498－6333

品川産業支援交流施設の愛称が
決定しました

会場 時間
①特別養護老人ホームロイヤルサニー（西大井2－4－4）
※施設使用料3,000円が必要です 午前10時～11時30分

②鈴ヶ森公園（南大井4－18）
※雨天時は南大井シルバーセンター（南大井3－7－13） 午後2時～3時30分

③京陽公園（平塚2－12）
※雨天時は平塚シルバーセンター（平塚2－10－20） 午前10時30分～正午

④北浜公園（北品川2－28）
※雨天時は福栄会（東品川3－1－8）内 午前10時30分～正午

日①～③は第2・4金曜日、④は第1・3木曜日
内健康遊具を使用したつまずかない運動など、4つの基本運動
人区内在住で、おおむね65歳以上の方若干名（先着）
申電話で、①は春光福祉会☎5743－6111、②③は高齢者いきがい課
☎5742－6733、④は東品川在宅サービスセンター☎5479－2946へ
問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

無料体験もあります。詳しくはお問い合わせください。
日27年3月までの火・金曜日午前9時30分～11時30分
※1人あたりの学習時間は30分程度。
場山中いきいき広場（大井3－7－19）
いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
人区内在住で、1人で教室へ通える65歳以上の方若干名（先着）
￥各月2,600円
申本人が電話で、高齢者いきがい課☎5742－6733へ

　いきいき「うんどう教室」参加者募集

いきいき脳の健康教室～参加者追加募集中

いきいき筋力向上トレーニング
●いきいきコース参加者募集
日12月8日～27年3月12日の月・木曜日
午前10時～11時30分（全24回）
場①東品川シルバーセンター（東品川3－32－10）
②いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内筋力トレーニングマシンを使ったトレーニング、ウオーキング、ストレッ
チ運動など
人次の全てにあてはまる方各16人（抽選）
・おおむね65歳以上　
・自力で会場への往復ができる　
・現在運動をするのに支障がない　
・10月20日㈪午前10時（いきいきラボ関ヶ原）、10月22日㈬午前10時（東
品川シルバーセンター）に行う説明会のいずれかに出席できる
￥各7,200円
申10月17日㈮までの月～金曜日・午前10時～午後5時に、本人が電話
でコナミスポーツ＆ライフ 0120－919－573へ
●トレーニング協力員募集
日いきいきコース開催日の午前9時30分～正午
内会場の準備、トレーニングの補助など　
人月・木曜日両日可能な方若干名（選考）　
謝礼／1回2,000円
申本人が電話でコナミスポーツ＆ライフへ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　共　　　通　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
問高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

27年6月オープン（予定）
北品川5－5－15



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）

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）

10月12日㈰
10月13日㈷
10月19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）

10月12日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　はやし歯科医院 西五反田 5 － 1 －23 ☎3493－1718
　　　大木歯科医院 戸　越 5 －18－ 8 ☎5751－2418
　　　品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
　　　かとう整骨院 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525

10月13日㈷

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
　　　野田歯科医院 上大崎 2 －12－ 1 ☎3442－4182
　　　北村歯科クリニック 旗の台 1 － 8 － 1 ☎3781－8090
　　　大井接骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
　　　昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

10月19日㈰

　　　林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
　　　三間歯科医院 東五反田 2 －20－ 6 ☎6277－4277
　　　佐々木歯科医院 小　山 6 － 5 － 6 ☎3782－5705
　　　飯塚接骨院 南大井 4 －11－ 6 ☎3763－3270
　　　せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

10月11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

10月18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
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母乳相談

母乳育児のポイントについて、助産師の
話を聞きながら子育ての話をしましょう。
日11月6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10月14日㈫から、電話で品川保健
センター☎3474－2903へ

二人で子育て（両親学級）
会場 日時
品川保健
センター

12/21
㈰ ①13:30～16:30

荏原保健
センター

12/6
㈯

② 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、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11月10日㈪（必着）までに、往復は
がきに「二人で子育て」とし、希望番号
（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10月23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／安達明里（精神科医師）
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

難病の方のためのリハビリ教室

日11月6日㈭午後1時30分～3時30分
内声を出して心身のリフレッシュ
講師／藤井洋平（音学療法士）
人パーキンソン病・後縦靱帯骨化症など
の難病の方と家族20人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

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

●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

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）　☎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
国民年金保険料の免除・納付猶
予制度
　保険料を納めることが困難な場合は、
本人・配偶者・世帯主の所得が基準以下
であれば納付を免除する「保険料免除
制度」があります。また、失業したばか
りの方の所得を審査対象としない「特例
免除」や世帯主の所得を審査対象としな
い「若年者納付猶予制度」（学生を除く、
30歳未満対象）もあります。
　申請できるのは、申請時点の2年1カ
月前の月分までです。
申請に必要なもの／
・年金手帳や基礎年金番号がわかるもの
・失業した方は、離職票か雇用保険受給
資格者証など
※詳しくはお問い合わせください。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

女性向け就業相談
日金曜日午前10時～正午（予約制・1回
50分）　※祝日・年末年始を除く。※当
日の受け付け可。
内女性キャリアカウンセラーの個別面談
人子育て中の方を中心とした、家庭と仕
事の両立・再就職をめざす女性
場申電話で、ものづくり・経営支援課
就業支援担当☎5498－6352へ

“あんしんおでかけサービス”を
利用しませんか
一人で外出するのに不安がある高齢の方
が、安心して買い物などに出かけられる
よう訪問介護員が同行するサービスです。
人区内在住で、一人で外出するのが不安
な方　※審査あり。
基本料金／1時間＝1,080円、1時間30
分＝1,620円
申請書配布場所／高齢者福祉課（本庁舎
3階）、地域センター、在宅介護支援セ
ンター、品川ケア協議会
申申請書を品川ケア協議会（〠140－
0004南品川4－11－1大崎ホームヘルプ
サービス内☎3471－4830）へ郵送か持
参　※申請書は区ホームページからダ
ウンロードもできます。
問高齢者福祉課介護保険担当
☎5742－6927
　
第207回東京都都市計画審議会
日11月18日㈫午後1時30分
場特別会議室Ａ（都庁第一本庁舎42階）
人15人（抽選）
申10月24日㈮（消印有効）までに、往
復はがき（1人1通）で住所、氏名、電話
番号を東京都都市計画課（〠163－8001
東京都都市整備局☎5388－3225）へ
※付議予定案件は、都ホームページをご
覧いただくかお問い合わせください。
※区関連案件は、都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針（変更）他3件。
問都市計画課☎5742－6760

自宅のリフォーム・増改築工事
のための融資をあっせんします
工事前にご相談ください。
対象工事／自宅（工事後に居住する区内
にある住宅を含む）のリフォーム、建て
替え（50㎡以上80㎡未満。ただし、木
造住宅密集地域内の場合は面積を問わ
ない）、増改築工事
あっせん条件／金額＝10万～1,000万円
負担利率＝年利1.3％（災害復旧工事、
耐震補強工事、アスベスト除去工事は年
利0.5％。木造住宅密集地域内における
耐震補強工事は年利0.3％）
返済方法＝10年以内の元金均等月額償
還（繰り上げ返済は一括返済のみ可）
申込要件／次の全てにあてはまる方　
①区内在住の20歳以上の方で1年以上同
一の住宅に居住している　
②前年の所得が1,200万円以下で、年間
返済金額の3倍以上ある　
③住民税を滞納していない　
④都内か近県に住所があり、十分な保証
能力がある20～64歳の連帯保証人を立
てられる、または信用保証機関などを利
用する
⑤申込者、連帯保証人とも現在この融資
を受けていない
※家屋・土地が賃借の場合は所有者から
工事の承諾を得ていること。　※建て替
え、増築工事の場合は建築確認の手続き
が必要です。　※あっせん後、金融機関
で融資の審査があります。
問都市計画課住宅運営担当☎5742－6777

介護者教室
●大井在宅サービスセンター
日10月18日㈯午前11時～正午
場大井第二区民集会所（大井2－27－20）
内在宅生活を継続するための福祉用具・
住宅改修を学ぶ
講師／沼田知之（セントケアリフォーム
大田所長）
人15人（先着）
申10月17日㈮までに、電話で同センター
☎5742－2721へ
●西五反田在宅サービスセンター
日10月18日㈯午後2時～3時30分
内高齢者の美容と健康について
講師／宮﨑洋子（POLA認定フェイシャ
ルエステティシャン）
人20人（先着）
場申10月17日㈮までに、電話でさくら
会西五反田（西五反田3－6－6☎5434
－7831）へ
●荏原在宅サービスセンター
日10月25日㈯午後1時30分～3時30分
内栄養チェックと簡単クッキング
人30人（先着）
場申10月22日㈬までに、電話で同セン
ター（荏原2－9－6☎5750－3708）へ
●成幸在宅介護支援センター
日11月1日㈯午後2時～3時30分
内特別養護老人ホームとグループホー
ムの違い
人20人（先着）
場申10月31日㈮までに、電話で同セン
ター（中延1－8－7☎3787－7493）へ
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住宅のエコ・バリアフリー改修
工事費用の一部を助成します
対象／次の全てにあてはまる工事
①着工前　
②区内業者に発注して行う既存住宅の改修
③他の助成制度などを利用していない
④次のいずれかの工事を含み、全体工事
金額が10万円以上

エコ改修
LED照明器具設置、遮熱性塗装、
日射調整フィルム設置、窓や外
壁の断熱改修　など

バリアフリー
改修

手すり設置、段差解消、トイレ
や浴室の改修　など

その他の工事
屋根の軽量化、外壁耐火パネル
の設置、防犯ガラス・扉などの
設置　など

申込者の主な要件／
①個人
・工事対象住宅に居住しているか改修後
に居住する方
・工事対象住宅の所有者か賃借者の方　
※賃借者の場合は所有者から工事の承
諾を得ていること。
・前年合計所得が1,200万円以下の方
②民間賃貸住宅個人オーナー
・区内に賃貸住宅を所有している個人の方
・前年合計所得が1,200万円以下の方
③マンション管理組合
・共用部分の工事である
・対象工事について総会などで区分所有
者の承認が得られている
助成額／工事金額の10％（上限20万円。
賃貸住宅個人オーナー、管理組合が申込
者の場合は上限100万円）
申着工前に工事着手届と添付書類を都
市計画課住宅運営担当へ持参
※詳しくは同課で配布する募集案内を
ご覧ください。区ホームページからダウ
ンロードもできます。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

低公害車の買い換えを支援します
都のディーゼル車規制に伴い導入され
た低公害車の買い換えに、新たな導入支
援を行っています。
対象／区内中小企業者・個人事業者で東
京都環境保全資金の利子補給金等交付
決定通知を受けた方
対象車／東京都環境保全資金融資対象車
利子補給額／利子と都利子補給金確定
額との差額
信用保証料補助額／信用保証料と都信
用保証料補助金確定額との差額
申環境課で配布する申請書と添付書類
を同課環境推進係（〠140－8715品川
区役所本庁舎6階☎5742ー6755）へ郵
送か持参
※予算枠に到達した時点で受付を終了
します。　※申請書は区ホームページか
らダウンロードもできます。

高年齢者向け「出張求職登録会」
日10月15日㈬午前10時～午後3時
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
持ち物／写真を貼った履歴書
人おおむね55歳以上で就職を希望する方
※シルバー人材センターの入会相談あり。
問サポしながわ☎5498－6357

品川介護福祉専門学校（昼間・
2年制）11月入学選考
選考日／11月16日㈰・28日㈮＝学校推
薦入試・一般入試
試験内容／書類選考、面接
※一般入試は小論文あり。
応募資格／学校推薦＝27年3月卒業見込
みの高校生
一般入試＝高校卒業か高校卒業と同等
の学力があると認められた方
出願期間／10月20日㈪から選考日の3
日前まで
募集要項配布場所／同校（西品川1－28
－3）、図書館、地域センター他
※学校見学は随時受付中（要予約）です。
問同校☎5498－6364

第2回品川区地域交通検討会
日10月15日㈬午後3時30分
場災害対策本部室（第二庁舎4階）
内区内バス停バリアフリー環境整備に
ついて、新規道路整備に伴う生活道路の
方向規制について
人10人（先着）
傍聴方法／当日午前8時30分～午後2時
に都市計画課（本庁舎6階）へ
問都市計画課☎5742－6760

全国都市交通特性調査（小規模
調査）
　全国の都市交通の特性や経年変化を
把握するため、人の動きに関する交通実
態調査を実施します。
　無作為に抽出したご家庭に調査票を
郵送しますので、ご協力をお願いします。
問全国都市交通特性調査（小規模調査）
実施本部 0120－336－319、都市計
画課☎5742－6760

小規模事業主向け講演会～テレビで
は話せない、ここだけの話「食の安全」
日10月29日㈬午後2時開演　
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／垣田達哉（消費者問題研究所代表）
人40人（先着）
申電話で、ものづくり・経営支援課経営
支援係☎5498－6334へ

花とみどりのフォト講座
日11月9日㈰午後2時～4時30分 
※雨天実施。
内カメラの撮影方法の講義と撮影会
人区内在住か在勤で、カメラに不慣れな
方15人（先着）
場申午前9時～午後5時に、電話でしな
がわ中央公園管理事務所（区役所前☎
5740－5037）へ

土壌汚染対策講習会
専門的な知識と技術的な観点から土壌汚
染対策についての講習会を実施します。
日11月11日㈫午後6時～7時30分
場講堂（第三庁舎6階）　
人有害物質を取り扱っている区内工場
設置者や事業主100人（先着）
申10月31日㈮までに、環境課（本庁舎
6階）で配布する申込書を同課指導調査
係（〠140－8715品川区役所☎5742－
6751Fax5742－6853）へFAXか郵送
※申込書は区ホームページからダウン
ロードもできます。

区民プロデュース型講演会
「元気はつらつ健康入門」
これから迎える高齢期をいかに元気に
過ごせるかを学びます。
日程（全2回） 内容

11月16日㈰ コラーゲンの老化は万病の元
～予防から人工関節まで

27年
2月7日㈯

アンチエイジング～いきいき
伸ばそう健康寿命

※時間は午後2時～4時。

場五反田文化センター（西五反田6－5
－1）
講師／斎藤充（東京慈恵会医科大学准教
授）、神田裕子（東京医療保健大学准教授）
人100人（抽選）
運営／単身ネット
申10月31日㈮（必着）までに、往復は
がきに「単身ネット」とし、住所、氏名
（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を文
化スポーツ振興課文化振興係へ

星薬科大学公開講座
「秋の薬草見学会」
日11月1日㈯午後1時～3時30分
※小雨実施。
内薬草見学、キャンパスツアー他
場参当日、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
同大学☎3786－1011（当日のみ）

お知らせ

人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん（抽選）
①2年保育＝平成22年4月2日～23年4月1日
②1年保育＊1＝平成21年4月2日～22年4月1日
＊1　1年保育は御殿山幼稚園のみ募集、他の幼稚園は補欠登録のみ11月18日㈫から受け付
けます。
申込書など配布場所／10月20日㈪から、各区立幼稚園、保育課（第二庁舎7階）
申11月4日㈫・5日㈬午後1時30分～3時に、申込書とお子さんの住民票の写しを持って入園
を希望する幼稚園へ
○入園説明会は10月23日㈭午前10時～11時30分に講堂（第三庁舎6階）で行います（申込
不要）。
問保育課入園相談係☎5742－6725

幼稚園名 所在地 電話番号 ※募集人員など、詳しく
は募集案内をご覧くださ
い。
※2年保育については、
受付締切日に応募人数が
10人未満の場合は、学
級編制を行いません。そ
の場合は、「クラス編成
されない場合の希望幼稚
園」に編入することにな
り、電話で連絡します。

城南幼稚園 南品川2－8－21 ☎3471－7584
平塚幼稚園 荏原4－5－22 ☎3781－8913
浜川幼稚園 南大井4－3－14 ☎3761－6395
御殿山幼稚園＊2 北品川3－7－43 ☎5781－3907
伊藤幼稚園 西大井5－22－8 ☎3775－8028
第一日野幼稚園 西五反田6－5－6 ☎3493－7264
台場幼稚園 東品川1－8－30 ☎3472－8378
二葉幼稚園 二葉1－3－40 ☎3785－9560
八潮わかば幼稚園 八潮5－6－32 ☎3799－1542
＊2　御殿山幼稚園は27年6月下旬に北品川5－3－1へ移転予定です。

人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん（抽選）
①2年保育＝平成22年4月2日～23年4月1日
②1年保育＊3＝平成21年4月2日～22年4月1日
＊3　1年保育は北品川第二保育園のみ募集、他の園は補欠登録のみ11月25日㈫から受け付けます。
申込書など配布場所／10月20日㈪から、各区立認定こども園、保育課（第二庁舎7階）
申11月17日㈪・18日㈫午前9時30分～午後5時に、申込書とお子さんの住民票の写しを持って
入園を希望する認定こども園へ
認定こども園名 所在地 電話番号
一本橋保育園 大井2－25－1 ☎3775－4351

北品川第二保育園 北品川3－7－43 ☎5781－3881
五反田保育園 東五反田2－15－6 ☎3445－4534
旗の台保育園 旗の台5－19－5 ☎3784－1903

※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。
問保育課入園相談係☎5742－6725

　就学前のお子さんの保育と教育を行う公設民営の就学前乳幼児教育
施設です。
　保育園部門（0～2歳児）と幼児教育部門（3～5歳児）があります。
人保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん若干名（選考）
新3歳児＝平成23年4月2日～24年4月1日
新4歳児＝平成22年4月2日～23年4月1日
新5歳児＝平成21年4月2日～22年4月1日
※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。
願書・募集案内配布／10月20日㈪から
入園説明会／10月22日㈬午後5時～6時（要予約）
場申11月5日㈬～7日㈮に、願書を持ってぷりすくーる西五反田（西五
反田3－9－9☎5759－8081）へ
問保育課保育教育計画係☎5742－6597

ぷりすくーる西五反田ぷりすくーる西五反田（幼児教育部門）（幼児教育部門）区立認定こども園区立認定こども園

区立幼稚園区立幼稚園

講座・講演

27年度園児募集
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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

消費生活教室
「カード社会の落とし穴」
日10月30日㈭午後2時～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）　
内偽造の防止、個人情報の扱われ方など
人30人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－
7181へ
○区ホームページから電子申請もできます。

犬のしつけ方教室とペット健康
相談
日11月22日㈯午後1時30分～4時30分
場荏原保健センター
内訓練士による犬のしつけ方教室、獣医
師によるペット健康相談
人40人（先着）
主催／東京都獣医師会品川支部
申電話で、生活衛生課☎5742－9132へ
※犬は連れてこないでください。

公園で愛犬と一緒に楽しむため
のマナー講習会
初めての方もぜひご参加ください。

日時 会場

10月
25日㈯

午前9時15分
～11時30分

しながわ中央公園
（区役所前）

午後1時45分
～4時

東品川海上公園
（東品川3－9）

10月
26日㈰

午前9時15分
～11時30分

文庫の森
（豊町1－16）

午後1時45分
～4時

小山台公園
（小山台2－2）

内警察犬訓練士によるアジリティー（障
害物）訓練、実技指導、愛犬交流他
人飼い主と飼い犬各20組（先着）
申午前9時～午後5時に、電話でしなが
わ中央公園管理事務所☎5740－5037へ

環境学習講座
「頭のいい江戸のエコ生活」
江戸時代の賢く使い切る生活を学びます。
日11月9日㈰午後2時～4時
講師／菅野俊輔（江戸文化研究家）
人30人（先着）
持ち物／筆記用具
場申11月5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。

品川区障害者作品展出展作品募集
11月19日㈬から開催する障害者作品展
の作品を10月21日㈫まで募集していま
す。詳しくはお問い合わせください。
問障害者福祉課☎5742－6707

秋季品川区吟剣詩舞道大会
日10月26日㈰午前10時30分開演
（午前10時開場）
内吟詠・剣詩舞の発表
場・観覧方法／当日、スクエア荏原（荏
原4－5－28）へ
問文化スポーツ振興課文化振興係

史跡散歩と
品川歴史館特別展見学会
日11月8日㈯午前9時30分～正午
コース／西大井駅～伊藤博文公墓所～
伊藤学園正門（旧伊藤公別邸門扉）～伊
藤公別邸跡～大森貝塚遺跡庭園～品川
歴史館　※約3km。　※小雨決行。
人100人（抽選）　
￥50円（保険料）
申10月22日㈬（消印有効）までに、往
復はがきに「史跡散歩」とし、参加者全
員の住所・氏名・年齢・電話番号を庶務
課文化財係（〠140－8715品川区役所
☎5742－6839）へ

秋季品川区将棋大会
初心者の方もご参加ください。
日11月9日㈰午前10時から
※午前9時30分から受け付け。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
対戦方法／段・級別リーグ戦
人小学生以上の方
申10月28日㈫（必着）までに、往復は
がきに「将棋大会」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、棋力（段・
級の自己申告）を文化スポーツ振興課文
化振興係へ

区民のいけばな展～ファンタジ
ックな秋～
日10月18日㈯午後1時～7時
19日㈰午前10時～午後6時
場きゅりあん（大井町駅前）
問品川区華道茶道文化協会川口理事長
☎3783－7246、文化スポーツ振興課文
化振興係

五反田文化センター第4回ふれあい文
化祭～楽しい出会い・みんなの広場～
日10月25日㈯午前10時～午後5時
26日㈰午前10時～午後4時
内舞台発表、作品展示、模擬店、リサイ
クル本の提供（25日）、バザー（26日）他
場参当日、五反田文化センター（西五
反田6－5－1☎3492－2451）へ

品川清掃工場見学会
日10月25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10月23日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

ウェルカムセンター原・交流施設 
フリーマーケット出店募集 
日11月16日㈰午前10時～午後2時30分
募集数／40店（抽選）　出店料／500円
場申10月25日㈯（必着）までに、往復
はがきに「フリマ」とし、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

品川＆早川ふるさと交流「マウン
トしながわ」里山再生参加者募集
早川町で森林作業をしてみませんか。
日11月29日㈯～30日㈰
（区役所午前7時30分集合・午後5時30
分解散、1泊2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18歳以上で、森林
作業・里山に興味のある、山作業が可能
な健脚の方5人（抽選）
￥5,000円（交通費・宿泊費込）
申10月30日㈭（必着）までに、はがき
かFAXに「マウント」とし、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

品川＆早川ふるさと交流
秋のファミリーキャンプ
畑で秋の実りを収穫して、親子でアウト
ドアクッキングに挑戦してみませんか。
日11月22日㈯～23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、5歳以上のお子さ
んと親7組（先着）
￥8,250円、小学生以下6,320円
（1泊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

第220回日曜コンサート
日10月19日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／フランク作曲「チェロソナタ　イ
長調」他
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

打ち水百景写真展＆しながわ版
家庭ISO環境絵日記展示
夏に募集した打ち水百景の写真としな
がわ版家庭ISOに取り組んだ区内小学1・
2年生の環境絵日記代表作32点を展示し
ます。
日10月19日㈰～30日㈭
午前8時30分～午後5時15分
※土曜日は除く。　※火曜日は午後7時
まで、最終日は正午まで。
場第二庁舎3階ロビー
●「環境未来都市・環境絵日記展2014」
環境絵日記代表作6点を展示します。
日10月26日㈰午前11時～午後4時
場横浜港大さん橋国際客船ターミナル
大さん橋ホール（日本大通り駅徒歩7分）
―――――――　共　通　―――――――
問環境課環境推進係☎5742－6755

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（10月1日現在）258,211,102円
10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

特製マップ片手に、つまみ食いを楽しみながら荏原地区の商店街を巡
ります。

日11月8日㈯午前11時～午後3時　※受付は正午まで。
コース／①文庫の森（豊町1－16）スタート（宮前→戸越公園→中延→昭和通り）
②延山小学校（西中延2－17－5）スタート（荏原町→旗の台→旗ヶ岡→荏原中延→戸越銀座）
人各1,250人（先着）　
申10月14日㈫～16日㈭（必着）までに、往復はがきで希望番号、人数（4人まで）、代
表者の住所・氏名・電話番号を「しながわつまみ食いウオーク」事務局（〠225－0003
横浜市青葉区新石川2－5－5）へ　※10月13日㈷以前に到着したはがきは無効。
○10月14日㈫から、 HP www.tokyuensen.com/からも申し込めます。
問しながわつまみ食いウオーク事務局☎045－904－6319（10月14日㈫より月～金曜
日午前10時～午後5時）、しながわ観光協会☎5743－7642（月曜・祝日休館）、商業・
観光課☎5498－6350

つまみ食い
ウオーク
2014

しながわの商店街　東急沿線いいもの巡り 新春きゅりあん寄席新春きゅりあん寄席
三遊亭円楽・林家たい平　二人会三遊亭円楽・林家たい平　二人会

笑点でおなじみ、円楽・たい平のコンビがお贈りする新春の初笑い。
日27年1月8日㈭午後6時30分開演（午後6時開場）　　　　　
場きゅりあん（大井町駅前）　
￥3,600円（全席指定）　
発売開始／10月22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/
※発売初日は1人4枚まで。　※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

今年も春から
縁起がいい

いきいきウオーキング
～秋の品川・目黒・世田谷3区
の緑道を歩こう～
日10月26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～目黒川緑道～蛇
崩～池尻大橋～北沢川緑道～駒場野
公園　※約8.5km。
￥100円
場参当日午前9時～9時30分までに、
費用を持って日野学園（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



古紙配合率80％再生紙を使用しています

● 観光特集
● 放置自転車対策
● 品川介護福祉専門学校
● 国民健康保険料
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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。

9月1日㈪、源氏前小学校と旗台小学校が連携し、避難所確
認訓練を実施。旗台小を学校選択し源氏前小が避難所とな
る約60人の児童が、保護者とともに源氏前小の体育館に集
合。今年は近隣の荏原第五中学校の生徒13人がボランティ
アとして参加し、地域が一体となった訓練となりました。

源氏前小と旗台小が連携源氏前小と旗台小が連携
避難所確認訓練避難所確認訓練

8月23日㈯・24日㈰、「大井どんたく夏まつり」が、大井町
駅前中央通りで開催され、約3万2千人が訪れました。60回
目の節目を迎えた今年は、恒例の盆踊りに加え国際友好ダ
ンスパレードを初開催。タイ人のグループや、ペルー日本
マリネラ協会なども参加し、国際色豊かな催しとなりました。

8月25日㈪、第1回 町会・自治会のあり方と区との協働に関
する調査研究委員会を開催。委員会は、町会・自治会の代表
や学識経験者など計14人で構成。町会・自治会の現状、地域
の居住者特性などを確認し、意見交換をしました。議論を重
ね、来年春に今年度の到達点を区長に報告する予定です。

大井どんたく夏まつり　国際大井どんたく夏まつり　国際
友好ダンスパレードを初開催友好ダンスパレードを初開催

町会・自治会のあり方と区との協町会・自治会のあり方と区との協
働に関する調査研究委員会を開催働に関する調査研究委員会を開催

9月7日㈰、誕生八幡神社（上大崎2）周辺で、「目黒のさん
ま祭り」が開催。19回目を迎え、今年も岩手県宮古市から
6,000尾の新鮮なさんまが届けられ、午前9時には、炭焼き
さんまの無料配布に約2,000人が並びました。駅周辺はお
いしそうなにおいで満たされました。

目黒のさんま祭り目黒のさんま祭り

8月21日㈭、荏原文化センターで区立小学校教員を対象に
「英語科研修会」を開催。約500人が参加し、世界で活躍で
きる人材を育成するために、区が新たに導入するカリキュ
ラムについて学びました。今後、学級担任と日本人英語指
導者が協力し、子どもたちの英語の力を高めていきます。

8月30日㈯・31日㈰、戸越銀座商店街で「とごしぎんざま
つり“戸越銀座 遊・笑ん・地（ゆうえんち）”」が開催。チケッ
トで買い歩き・食べ歩きを楽しむイベントで、チケット“遊・
笑ん・券”は購入のほか、スタンプラリー参加者先着1,500
人にプレゼントされ、多くの来場者でにぎわいました。

区独自英語新カリキュラム区独自英語新カリキュラム
に関する研修会を初開催に関する研修会を初開催

とごしぎんざまつり“戸越とごしぎんざまつり“戸越
銀座 銀座 遊遊
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ええ

ん・ん・地地
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”開催”開催

8月21日㈭、スクエア荏原で約40年ぶりの区史刊行を記念
し「品川区史2014－歴史と未来をつなぐまち　しながわ－」
シンポジウムを行い、約300人が参加。この区史は区の歴史、
各地域のあゆみと特色、そこに生きる人たちの姿をまとめ、
見て・読んで・調べて・楽しめる内容となっています。

「品川区史2014」刊行「品川区史2014」刊行
記念シンポジウム開催記念シンポジウム開催

9月7日㈰、スクエア荏原で「輝く笑顔！しながわフォトコ
ンテスト」第1回表彰式を実施。ファミリー・フレンド部門
に54作品、キッズ部門に13作品の応募がありました。家庭
の日40周年を記念し親子・家族・仲間のきずなを深めるこ
とを目的に、7～12月の間に5回募集しています。

「輝く笑顔！ しながわフォト「輝く笑顔！ しながわフォト
コンテスト」第1回 表彰式コンテスト」第1回 表彰式

間伐材製テーブル・ベンチの寄付

8月15日㈮、やまなし水源地ブランド推進
協議会代表の辻一幸早川町長から、間伐
材製のテーブルとベンチが寄付されまし
た。水や森の大切さなど環境について改
めて考える機会になるよう、中小企業セ
ンター1階ロビーに展示しています。

「行灯（あんどん）フェア」開催

8月23日㈯、しながわ中央公園で行灯フェ
アが行われ、約820張の行灯がともりまし
た。子どもたちに、絵を描く楽しさやアー
ト作品の製作による自己表現の喜びを改
めて体感してもらおうと、しながわ美術家
協会が主催。今年で5回目になります。

夏フェス ファッションショー

8月21日㈭、八潮児童センターで子どもた
ちと杉野服飾大学短期大学部の学生との
共同作業によるファッションショーを開催。
2～11歳の18人が、ワークショップで完成
させた「デコバッグ」を肩に、モデルさ
ながらにランウェイを歩きました。

「平和の誓い像」を設置

8月27日㈬、「平和の誓い像」の寄贈を受
けた五反田文化センターで感謝状贈呈式
を行いました。この像は、大井町駅前な
どに設置されている「平和の誓い像」の
原型として作製されたものです。区では
引き続き様々な平和事業に取り組みます。

しながわ
写真
ニュース


