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11月17日㈪に公式ホームページが新
しく生まれ変わり、情報がより検索し
やすくなります。区の取り組みやイベ
ントなどの情報を、ホームページから
積極的に発信していきますので、引き
続きご利用ください。

11月17日㈪に公式ホームページが新
しく生まれ変わり、情報がより検索し
やすくなります。区の取り組みやイベ
ントなどの情報を ホ ムペ ジから

品川区のホームページが
新しくなります！

品川区のホームページが品川区のホームページが
新しくなります！新しくなります！

品川区のホームページが
新しくなります！

トップページの情報を整理して、
シンプルなデザインに生まれ変
わります

スマートフォン対応
選択するとスマートフォン用のデザインに変
わります。

新グローバルメニュー
具体的で分かりやすいタイトルになります。

プルダウン機能
カーソルを合わせると、さらに詳しいメニュー
が表示されます。

新しい「しながわ写真ニュース」
区内で行われたイベントや区政情報を、写真
付きで自動的に切り替えて表示します。

「重要な情報」と「区からのお知らせ」
・重要な情報
　特に知ってもらいたい情報を表示します。
・区からのお知らせ
　最新のお知らせ10件を表示します。

便利なメニュー集
よく使われるメニューは、左側にまとめて表
示します。

◎引き続き利用できる機能
○緊急情報をお知らせするために
震災・台風などの緊急時にはバナーを表示し
クリックすると詳細情報がご覧になれます。

○誰でも使いやすいホームページを目指して
文字拡大や色変更・音声読み上げ・自動翻訳
が利用できます。
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普通表彰
142人

地方自治の発展に関するもの
自治功労

◆情報公開等審議会委員
　山下富美代
◆人権擁護委員
　海沼マリ子　　冨沢　敦子
◆区民相談員
　平松　太郎　　八木　敏郎
◆保護司
　中西　義治　　保科うた子
　本道　秀夫　　門倉　元二
　松本　 江　　横井　淳孝
　石津　忠雄　　芳根　孝明
◆区政協力委員
　恩田　義雄　　伊藤　行雄
　長坂　健一　　柏　　招男
　西重　正博　　丹治　勝重
◆青少年対策地区委員
　石渡　健夫　　岡部　隆三
　五味　　勤　　井上　辰弘
　福島　剛夫　　松本　元之
　石井　和子　　稲垣　章忠
　服部美代子　　秋場　喜子
　稲田　悦子　　松本　　薫
　宮田　邦子　　遠藤　晴夫
　北野　富江　　辻本　啓子
　山﨑　勝美　　太田　隆利
　石坂　早苗　　佐藤みよ子
　髙岡　　博　　髙橋総ノ助
　本間　　孝　　峰尾　　徹
　宇佐美　豊　　木村　照代
　宮尾　通子　　小山　茂幸
　佐藤　惠洋　　松本　京子
　大河内芳夫　　土橋　史江
　松本亜紀子　　大津　ふ代
◆統計調査員
　小野田義夫　　加藤千代子
　菊　　敏江　　佐藤　良一
　綱島　則子
◆商工相談員
　藤井　達雄
◆消費生活相談員
　渡邉美登里
◆青少年問題協議会委員
　佐藤　早苗

◆民生委員
　赤羽根　操　　本多　良子
◆社会福祉法人代表者および施設長
　前田　武昭
◆介護認定審査会委員
　佐川　　寛　　山崎　　猛
　柴田　純弘　　中村　博昭
　行方　政博
◆高齢者クラブ会長
　大畑　良治　　安藤　晴康
　稲垣眞佐子　　神山　正義
◆障害者各団体の会長
　大上　好江
◆身体障害者相談員
　笹原　　稔　　下堂薗　保
◆知的障害者相談員
　生澤小惠子
◆消防団員
　轡田　　等　　野辺　和史
　森　　　勉　　田嶋　明一
　佐藤　広宣　　水島　洋子
　瀬下　優華
◆明るい選挙推進委員
　岡田　静子　　澤田　裕介
　本多東海男　　飯村　泰弘
　林　　洋子　　鈴木今日子
　髙森　一昌　　中村　敬子
　石渡　健夫　　篠原　健夫
　服部　　裕　　西山美和子
　宮里　由紀

保健衛生功労
◆嘱託医
　北島　晴夫　　間渕　豊司
　原　　正博　　山田　　慎
　杉田八重子　　伊藤　　均
◆地区健康づくり推進委員
　石川　　栄　　小野　悦子
◆感染症診査協議会委員
　木内　茂之

環境保全功労
◆公害防止管理者
　福山　高峰　　高田　　健

教育の振興と文化の向上に関するもの
教育文化功労

◆スポーツ推進委員
　関　　欣子　　 川　優子
　小田桐義治
◆品川区立品川歴史館専門委員
　松尾美惠子　　鈴木　章生

◆スポーツ、芸術等を通じて、社会文化の
　振興発展に多年にわたり尽力した方

　浦川　久子　　齊藤　憲治
　鈴木　光子　　廿日岩政春
　廿日岩洋子　　佐枝　史一
　中島　英樹　　今野　潤司
　前川　英之　　秋本　一敏
　伊庭　秀子　　村田　　真
　藤森　　隆
◆青少年委員
　塚本　茂美
◆私立幼稚園設置者および園長
　市石　誠子
◆区立小・中学校PTA会長
　岩井　雅仁

産業の振興に関するもの
技能功労

　植木　チヤ　　林　　正次
　滝　　雅身　　鈴木　良造
　佐藤　忠義　　太田　昭夫
　横地　　茂　　笹本　武司
　木島　正勝　　川井　善則

徳行に関するもの
寄付

　株式会社　三英社製作所
　 代表取締役社長　大場　雄介
　三和テッキ株式会社
　 代表取締役社長　小野　和男
　長田　　正

　長田　　正
特別表彰
60人

地方自治の発展に関するもの
自治功労

◆保護司
　松吉　範員　　山中　美明
◆区政協力委員
　小林　昌雄　　千葉　雅雄
◆青少年対策地区委員
　田村　幸夫　　猪爪くに子
　吉田　　実　　稲田　法正
　松浦　泰子　　一木　眞理
　佐藤　綾子　　三野宮輝男
　長久保彰男　　渡辺　幸子
　大原　　浩　　笹原千穗子
　山梨由美子　　纐纈二三子
　樋口　伸一

◆統計調査員
　大金　貞子　　服部　陽子
　藤川　洋子　　宮邉　幸枝
　竹本　容三
◆商工相談員
　津村　公祥
◆青少年問題協議会委員
　市川信之助
◆民生委員
　小松　髙子　　川村優美子
◆社会福祉法人代表者および施設長
　塚本　耕三
◆身体障害者相談員
　丸山　文子
◆消防団員
　白栁　憲一　　中村　裕厚
　富澤　正義　　加藤　則男
　河井　正康　　北原　正実
　薄田　誠之　　倉本　雅章
　野々瀬健夫　　清水　伸子
　小林　恵子　　石井　朋敬
　天野　勝博
◆明るい選挙推進委員
　山口千恵子

保健衛生功労
◆嘱託医
　髙橋　信仁　　林　　宗融
　髙瀨　　茂　　高山　智之

教育の振興と文化の向上に関するもの
教育文化功労

◆スポーツ、芸術等を通じて、社会文化の
　振興発展に多年にわたり尽力した方

　八巻　昇平　　楠見　忠司
　𠮷田　福司　　板垣　正樹
　森本　則子　　神窪　孝幸
　上田　　孔　　三住登喜子
◆文化財保護審議会委員
　五味　充子

徳行に関するもの
寄付

　後藤せき子
　特定非営利活動法人  目黒川五反田協議会
　　　　　 代表者　眞﨑　忠義

　持田製薬株式会社
　 代表取締役社長　持田　直幸

日時 11月12日㈬午前10時
会場 きゅりあんイベントホール（大井町駅前）

区では、毎年、区民の生活と文化の向上に功労があった方の功績を
たたえ表彰しています。本年度は、次に掲げる方々が受賞されます。
問い合わせ／総務課☎3777－1111（内線）3007

平成26年度

品川区功労者として表彰を受ける皆さん

（順不同・敬称略）

表彰式
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老後の生活や、病気やけがで障害を負った
り、一家の担い手を失ったなど、いざとい
う時の生活をみんなで支える制度です。みんなで支えあう国民年金

問い合わせ／国保医療年金課国民年金係☎5742－6682～4、品川年金事務所☎3494－7831

後納制度で未納の保険料を納められます
24年10月から3年間（27年9月まで）に限り、過去10年の保険料を遡って
納付することができます。後納制度で保険料を納付することにより、将来の
年金額を増やしたり、年金受給権の確保につなげられる場合があります。

納付の案内をしています
日本年金機構の業務委託により、品川年金事務所管内で、保険料が未納と
なっている方に、電話や文書、戸別訪問による納付の案内などをしています。
委託先／日立トリプルウィン

問い合わせ／品川年金事務所☎3494－7831

副区長が決まりました
　去る10月24日の第3回区議会定例会
本会議で選任同意され、11月1日付けで
桑村正敏氏が副区長に任命されました。

副区長　桑村正敏氏
昭和51年品川区入区、平成15年総務部統括
課長、平成20年区議会事務局長、平成23年
総務部長、平成25年企画部長

こんなときは手続きをこんなときは手続きを
年金は加入や請求など、手続きが必要となります。忘れずにお届けください。

手続きするとき 方法
20歳になった（第2号・第3号被保険者
を除く）＊ 区役所に国民年金加入届を提出

厚生年金・共済組合などに加入している
会社に就職した 勤務先で加入手続き

結婚し、会社員など第2号被保険者の扶
養に入った 配偶者の勤務先で手続き

第3号被保険者（扶養）から外れた 厚生年金などに加入しない場合は、区役
所で手続き

60歳までに厚生年金や共済組合などに
加入している会社などを退職した 区役所で加入手続き

海外に転出した（第2号・第3号被保険
者を除く）

任意加入する場合は区役所で手続き
※住民票の転出届を出すと、国民年金の
資格が自動的に喪失します

海外から転入した（第2号・第3号被保
険者を除く）

区役所で加入手続き　※任意加入してい
る方も変更手続きが必要です

老齢年金を請求する
全ての期間が第1号被保険者の方は区役
所、その他の方は年金事務所（共済年金
に加入していた方は各共済組合）で申請

年金を受けている方が亡くなった
国民年金・厚生年金を受けていた方は年
金事務所に、共済年金の方は各共済組合
にお問い合わせください

＊日本国籍の方と永住許可を受けた方には、20歳の誕生月の前月に、品川年金事務所
から加入手続きの案内が届きます。

ご相談くださいご相談ください
免除制度 保険料を納めることが困難な場合は、納付を免除・猶

予する制度があります。
※所得状況などにより審査しますので、忘れずに税申告をしてください。
※失業・離職した方は、本人の所得を審査対象としない特例制度があります。
※26年4月から、申請時点の2年1カ月前の月分まで遡って申請できるよう
になりました。
○全額（一部）免除
本人・世帯主・配偶者の所得が限度額以下の方
○若年者納付猶予
30歳未満の方で、本人・配偶者の所得が限度額以下の方
○学生納付特例
本人の所得が限度額以下で対象となる学校の学生

高齢任意加入 60歳以上でも、次にあてはまる方は国民年金に加入し
て納付できます。

○年金を受け取る権利がない
納付期間などが25年に満たない方は、最長70歳まで（昭和40年4月2日以
降に生まれた方は65歳まで）。
○年金の受け取り額を増やしたい
厚生年金などに加入していない65歳未満の方（満額以上は増やせません）。
※届け出た月からの加入になります。
※必要な書類などは、国保医療年金課国民年金係へお問い合わせください。

①保険料を納めた期間（第2号被保険者期間を
含む）
②第3号被保険者期間
③保険料免除期間（一部免除は、一部納付保険
料を納付した場合のみ）・学生納付特例期間・
若年者納付猶予期間
④合算対象期間（20歳以上60歳未満で次のい
ずれかにあてはまる期間）

・昭和61年3月以前に会社員などの配偶者だった
・平成3年3月以前に学生だった
・海外に住んでいた　など

現在の制度では、老齢基礎年金を受け
取るには、次の①～④を合計した期間
が25年以上必要です原則として65歳から受け取れます。60～

64歳で受給すると減額になり、66～70歳
で受給すると増額になります。

国民年金に加入している方などが、一定の
障害の状態になったときに支給されます。

国民年金に加入している方などが死亡し
たとき、生計を維持されていたお子さん

（18歳到達年度まで。障害者は20歳未満）のいる配偶
者かお子さんに支給されます。

他に寡婦年金、死亡一時金、特別障害給付金などの制度があり
ます。保険料の納付要件や受給要件など詳しくはお問い合わせ
ください。

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳
未満の全ての方が加入する制度です 受け取れる年金

老齢
基礎年金

障害
基礎年金

遺族
基礎年金

加入者は3種類に分けられます。
※納めた保険料は、社会保険料控除の対象になります。

自営業、学生、アルバイト、就労して
いない方など

保険料月15,250円（26年度）は、加入者本人が納
めます。

厚生年金や共済組合などに加入してい
る会社員・公務員

保険料は、給与から差し引かれます。

第2号被保険者に扶養されている配偶者
保険料は、配偶者が加入している年金制

度が負担するため、個人で納める必要はありません。

第1号
被保険者

第2号
被保険者

第3号
被保険者

ひとり暮らし高齢者や要介護高齢者の急増に備え、新たに
高齢者複合施設を開設します。9拠点目となる特別養護老人
ホームは29床の地域密着型サービスとして、個室ユニット
型で運営します。グループホームや小規模多機能型居宅介
護が併設され、在宅介護支援センターやヘルパーステーショ
ンも新たに移転し、高齢者の住み慣れた地域での生活を総
合的に支援します。
所在地／豊町4－24－15
運営事業者・指定管理者／若竹大寿会

施設の見学会を行います
日11月25日㈫午後2時～4時　参直接同施設へ

○杜松特別養護老人ホーム・ショートステイ
○小規模多機能型居宅介護「杜松倶楽部」
○認知症高齢者グループホーム「グループホーム杜松」
○杜松在宅介護支援センター・ヘルパーステーション杜松

杜松小学校の跡施設を活用し高齢者複合施設を開設します

問い合わせ／福祉計画課施設計画担当☎5742－6738、若竹大寿会杜松開設準備室☎6426－8213

12月1日㈪
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●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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二人で子育て（両親学級）
会場 日時
品川保健
センター

27年
1/18㈰

① 9:30～12:30
②13:30～16:30

荏原保健
センター 1/10㈯ ③ 9:30～12:30

内もく浴実習、講義「赤ちゃんとの生活」、
マタニティリラクセーション他
人区内在住で、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12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ー6ー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11月20日㈭午後2時～4時
内ひきこもっている子どもの心理面の理
解や家族のかかわり方など
講師／高橋良臣（登校拒否文化医学研究
所所長）
人不登校やひきこもりのお子さんの家
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

●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

光と色の三原色の合成実験や視覚の不思議体験実験を行いLEDの特徴を学びます。
日12月7日㈰午後2時～4時　
講師／久保利加子（茨城県おもしろ理科先生講師）
人小学生24人（抽選）
※3年生以下は保護者同伴。
持ち物／長い鉛筆1本（実験用）、サインペン（紙コップに絵を描く）
場申11月26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。

日12月14日㈰・27日㈯、27年1月18日㈰、2月1日㈰午後1時30分～3時30分（全4回）
場山中小学校（大井3－7－19）
人区内在住か在学の小学生30人（抽選）
￥1,000円（保険代込）
運営／大井地区スポ・レク推進委員会
申11月21日㈮（消印有効）までに、往復はがきで教室名、住所、氏名、年齢（学年）、
電話番号、学校名、一輪車の有無、引率の有無を文化スポーツ振興課スポーツ係へ

環境学習講座「LEDで光のジュースを作ってあそぼう！」

大井地区楽しい一輪車教室（後期）

※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

「食事処
どころ

　身近なお店」へ出かけてみませんか
自宅で過ごすことが多い高齢者を対象にした食事会です。身
近な商店街のお店で食事をし、楽しいひとときを過ごします。
日12月～27年3月の第3金曜日午前11時30分～午後1時
（全4回）
場寿

す し

司割
か っ ぽ う

烹巴
ともえ

（小山2－6－18）　
人自力で会場への往復ができる65歳以上の方24人程度
（抽選）　
￥1回800円（食事代）
●「食事処　身近なお店」シニアボランティア募集
日「食事処」開催日の午前11時～午後1時（全4回）
内受付、食事の配膳、参加者とのコミュニケーションなど
人区内在住で、60歳以上の方（若干名）
※食事代は個人負担。
―――――――――――　共　通　―――――――――――
申11月25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

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）

11月16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）

11月16日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　堀内歯科医院 東五反田 2 － 3 － 3 ☎3449－1033
　　　トミヤマ歯科クリニック 旗の台 5 －14－ 3 ☎5498－1184
　　　山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137
　　　押田接骨院 小　山 2 － 8 －13 ☎3787－8036

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

11月15日㈯
　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

小

内 小

内 小

薬
薬

薬

小内

歯

骨

歯

小

骨

内

キリトリ線

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

屋内外清掃作業・軽作業を
就業希望の会員さん

区内の家庭や企業などからの仕事です。
初めての方でも、親切、丁寧に指導しま
すのでご安心ください。

60歳以上の区民の方が、町会・自治会などを
単位に結成し、趣味の活動や地域に役立つ活
動をしている自主的なグループです。区には
100以上のクラブがあり、レクリエーション、
健康づくりをはじめ、緑化推進活動などのボ
ランティア活動にも積極的に参加しています。
地元で一緒に、楽しい時間、生きがいを感じ
る時間を過ごしませんか。
問高齢者いきがい課高齢者クラブ担当
☎5742－6734

高齢者クラブに入りませんか シルバー人材センター 会員募集

緊急
募集

問シルバー人材センター本部☎3450－0711

●その他にも様々な仕事があります
○技能の仕事：大工、左官、洋服補修、出張着付け、
　和裁仕立てなど　
○事務の仕事：毛筆筆耕、あて名書きなど　
○管理の仕事：学校・マンションなどの管理、　
　駐車場管理、自転車整理など　
○サービスの仕事：家事援助、区広報の配布、　
　児童送迎、交通指導、見守りなど
人区内在住で、健康で働く意欲のある60歳以上
の方
￥年会費2,500円



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
国民健康保険料の支払いは納期
限までにお願いします
　納付書での支払いは、銀行・ゆうちょ
銀行などの金融機関、区役所、地域セン
ター、コンビニエンスストアをご利用く
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あ
りません。便利な口座振替をぜひご利用
ください。
　保険料の納期限・口座振替日は毎月末
です（月末が休日の場合は翌月最初の平日）。
　キャッシュカードと暗証番号を入力
するだけで口座登録できる、ペイジー口
座振替受付も行っています（国保医療年
金課窓口のみ）。
問国保医療年金課収納係
（本庁舎4階☎5742－6678）

11月25日～12月1日は犯罪被害
者週間です
「犯罪被害者週間」は犯罪被害を受けた
方たちが置かれている状況や平穏な生
活を取り戻すためにはどうしたらよい
か、理解と配慮を更に深めていただく期
間です。
●区や警察では被害者の方たちの相談
に応じ、支援情報などを提供する窓口を
常時開設しています。
・区民相談室（第三庁舎3階）

　☎3777－2000
・犯罪被害者ホットライン（警視庁）

　☎3597－7830
・品川警察署被害者支援担当

☎3450－0110
・大崎警察署被害者支援担当

☎3494－0110
・大井警察署被害者支援担当

☎3778－0110
・荏原警察署被害者支援担当

☎3781－0110
●4警察署合同特設相談窓口を開設しま
す。直接会場へお越しください。
日11月21日㈮午前10時～午後3時
場大崎第二区民集会所（大崎2－9－4）
問広報広聴課区民相談室
☎3777－2000

おもちゃの病院・消費生活相談
館内整理のため11月22日㈯はお休みし
ます。
問消費者センター☎5718－7181

就業センター～保育士合同就職
面接会
日11月27日㈭午後2時～4時
（受付は午後1時30分～3時30分）
人保育士や保育補助など保育分野での
仕事を希望する方
事業所数／7事業所程度
場参当日、履歴書・職務経歴書を持っ
て中小企業センター（西品川1－28－3）
へ
※冒頭に保育園長から「保育園で働く魅
力」についての話を予定しています。
※詳しくはハローワーク品川ホームペー
ジ HP tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/
list/shinagawa.htmlをご覧いただくかお
問い合わせください。
問ハローワーク品川☎6402－5192
品川区就業センター☎5498－6353

リサイクルショップ「リボン」
大井町店臨時休業のお知らせ
停電のため臨時休業します。
日11月22日㈯
問品川区清掃事務所☎3490－7098

「女性の人権ホットライン」
強化週間
女性をめぐる様々な人権問題に関し、人権
擁護委員などによる電話相談を行います。
日11月17日㈪～23日㈷
午前8時30分～午後7時　
※22日㈯・23日㈷は午前10時～午後5時。
相談電話／0570－070－810
問東京法務局人権擁護部☎5213－1234
内線2516、広報広聴課区民相談室☎
3777－2000

志賀高原スキー教室
日12月19日㈮午後10時～21日㈰午後9
時（大井町駅集合・解散、往復バス、車
中1泊、ホテル1泊）
※到着後ホテルにて仮眠有り。

場志賀高原サンバレースキー場
宿泊／ビワ池ホテル（2朝食1夕食付き）
人40人（先着）　￥18,000円
※2人1部屋希望の場合、1人1,500円増し。
2人同時に申し込みが必要です。
主催／品川区スキー連盟
申12月9日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（11月17日㈪を除く）

民踊講習会～みんなで懐かしみ
踊れる踊り
日11月22日㈯午後6時～8時30分
曲目／佐渡おけさ（新潟県）、房州よい
とこ（千葉県）、大漁唄い込み（宮城県）
￥525円
場参当日、踊りやすい服装で上履きを
もって戸越体育館へ

総合体育館トレーニング室
勤労感謝の日　特別プログラム

時間 種目
9:30～10:30 ボディバランス
10:45～11:45 フラメンコ体験教室＊
13:30～14:15 かんたんエアロ＆腹筋＊
14:30～15:15 ヨーガストレッチ
15:45～16:45 筋トレ＆ポールストレッチ＊
＊の種目は、上履きが必要です。

日11月23日㈷
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

立会地区楽しく親子で
バレーボール
日12月7日㈰・14日㈰・21日㈰
午後1時～3時（全3回）
￥100円、小学生以下50円
運営／立会地区スポ・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

スポーツ協会設立20周年記念
第64回秋季新人優勝卓球大会
日12月21日㈰午前9時30分から
場総合体育館
種目／ダブルス：一般男子・女子、シニ
ア男子（合計105歳以上）・女子（合計
110歳以上）、初級混合（女子ダブルス可）
シングルス：一般男子・女子、シニア男
子（50歳以上）・女子（60歳以上）、ジュ
ニア（18歳以下）男子・女子、初級男
子・女子
※ダブルスとシングルスの重複のみ1人
2種目出場可。
※年齢は27年4月1日現在。
￥シングルス1,200円（連盟登録者900
円）、ダブルス1人900円（連盟登録者
800円）、18歳以下は1種目500円
主催／品川区卓球連盟
申12月2日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（11月17日㈪を除く）

スポーツ

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/
●配膳・下膳の手伝い
高齢者施設で昼食時の手伝いをし
ます。
日週1回（土曜日）11:30～12:30
場東品川在宅サービスセンター
（東品川3）
●将棋の相手
高齢者施設で将棋の相手をします。
日週1回（火・土曜日）
10:00～12:00か13:00～16:00
場デイサービスセンター大森
（南大井6）
●知的障害児・者のサッカー教
室サポート
鬼ごっこやボール遊び、サッカー
を一緒にします。
日土曜日（不定期）8:50～12:00
場品川特別支援学校（南品川6）

●レクリエーションの手伝い
高齢者施設で、楽器演奏・演芸の
披露、絵画・俳句などの指導をし
ます。
日週1回か月1回（火・水・金・土
曜日）13:00～15:00
場サニーデイサービス（西大井5）
●傾聴ボランティア
高齢者施設で、お茶を一緒に飲み
ながら話を聞きます。
日日時は応相談
場晴楓ホーム（東品川3）
●編み物や織物などの製品化
障害者施設で、編み物などの作品
を仕上げ製品化します。
日週1回（月～金曜日）
10:30～11:30か13:15～14:15
場サンかもめ（八潮5）

■使用済みの切手・テレホンカード類（未使用も可）を品川ボランティ
アセンター（〠140－0014大井1－14－1）へ送ってください

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

ポ

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）
※詳しくはお問い合わせください。

☆26年のはつらつカード（紺）の有効期限は
12月31日㈬までです。
※50ポイントたまっている方の交換は随時受け
付けています。
交換方法／／「はつらつカード」と印鑑をボラン
ティアセンター（大井1－14－1）へ持参

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11月20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

福祉ショップ「テルベ」をご存じですか！
イトーヨーカドー大井町店6階（大井町駅前）
障害者が自立をめざして作製した品を販売しているお店です。品
川・目黒・大田・世田谷・港・渋谷の6区にある身体・知的・精
神障害者の福祉作業所など、計21施設が参加しています。
問い合わせ／品川ボランティアセンター☎5718－7172

福祉ショップ「テルべ」には、人とのふれあいが感じられるような手作りの温かみにあふれ
るオリジナル工芸品がたくさんそろっています。また、障害者自身も販売補助として店頭に
立ち、自らが作った商品の説明をお客様に行うなど、障害者の社会参加やコミュニケーショ
ンを促進する場となっています。

○ワゴンセールを開催します！
クリスマス・正月用品や新製品・セール限定商品もあります。
日11月17日㈪・18日㈫午前10時～午後7時　※18日は午前9時から。
場イトーヨーカドー大井町店2階
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立会地区グラウンド・ゴルフ交流会
日11月16日㈰午前9時30分～正午
※雨天中止。
￥100円、小学生以下50円
運営／立会地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で、直接
東大井公園（東大井3－4）へ
問文化スポーツ振興課スポーツ係

家庭教育講演会
日12月8日㈪午前10時～正午
内「愛が伝わるハッピーコミュニケー
ション～子どもの言動に振り回されて
いませんか？」　※手話通訳つき。
講師／山崎洋実（F

ファイン

ine c
コ ー チ ン グ

oaching 主宰）
人360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、11月27日㈭までに、
電話で庶務課へ。
場参当日、直接スクエア荏原（荏原4－
5－28）へ
問庶務課庶務係
（☎5742－6824 Fax5742－6890）

就職活動支援セミナー「基礎か
ら押さえるシリーズ！」
就職活動を基礎から学ぶセミナーです。
日程

（全2回） テーマ 講師

11月
19日㈬

就活に必要な自己理
解

金井奈緒
（人事採用コン
サルタント）

11月
25日㈫

仕事選びのコツ！志
望動機につながる企
業・職種研究とは

中川誠
（人事採用コン
サルタント）

※時間は午後1時30分～4時30分。
※1日のみの参加も可。

人就職活動中の39歳までの方20人（先着）
場申電話で、ものづくり・経営支援課
就業支援担当（西品川1－28－3☎5498
－6352）へ

区民大学入門講座「シルク―か
がやきの源泉を知る―」
今年6月に世界文化遺産に登録された富
岡製糸場、そして同時代の品川の近代産
業など多彩な視点で話します。
日程

（全4回） テーマ 講師

12月3日
㈬

我がまちの宝も
のを世界へ－富
岡製糸場－

高橋伸二（富岡
製糸場を愛す
る会理事長）

12月17日
㈬

富岡製糸場誕
生時の品川の
近代産業

中野光将（品川
歴史館学芸員）

27年
1月14日
㈬

シルクロード 金子民雄（歴史
家）

1月28日
㈬

ジャパンシルク
とパリ・モード
―ジャポニズム
の視点から―

鈴木桜子（杉野
服飾大学講師）

※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）
※1月28日は荏原第五区民集会所（二葉
1－1－2）。
人16歳以上の方50人（抽選）
申11月20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
○区ホームページから電子申請もでき
ます。

区民プロデュース型講演会「歌い
ませんか？あなたが主役!!」総集編
好評だった講座の総集編として、明治・
大正・昭和の叙情歌を取り上げ日本歌曲
の美しさを再確認します。
日12月12日㈮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／佐藤光政（バリトン歌手）、藤井
ゆり（ピアニスト）
人200人（抽選）
￥300円
運営／品川音楽文化協会
申11月28日㈮（必着）までに、往復は
がきに「品川音楽文化協会」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

区民プロデュース型講演会
「日本のエネルギーと地球環境」
日本のエネルギー需給の現状などとそ
れに係る地球環境の課題について学び
ます。
日12月10日㈬午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／久谷一朗（日本エネルギー経済研
究所総括研究主幹）
人70人（抽選）
運営／品川シルバー大学同窓会
申11月26日㈬（必着）までに、往復は
がきに「品川シルバー大学同窓会」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

園芸講座「お正月の寄せ植え」
梅に笹

ささ

など季節の草花を添えた寄せ植
えを作ります。
日12月12日㈮午後1時30分～3時30分
講師／金子興一（山草会会員）　
人中学生以上の方20人（抽選）
￥1,200円　
持ち物／作品を持ち帰るビニール袋
場申11月19日㈬（必着）までに、往復
はがきで講座名、参加者の住所・氏名・
年齢・電話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
☎5742－6533）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込め
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。
①八潮教室～合唱の楽しみ
日11月18日～12月16日の火曜日
午前10時～正午（全4回）
人20人（先着）　￥7,400円（教材費込）
※全8回のうち5回目からの途中入会。
②基礎からはじめる絵画教室
日11月14日㈮・28日㈮、12月12日㈮
午前10時～正午（全3回）
人15人（先着）
￥5,200円（モチーフ代込）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
③ボサノバを歌おう
日11月16日㈰、12月7日㈰・21日㈰
午後1時30分～3時（全3回）

人16人（先着）
￥5,000円（教材費込）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
④はじめての社交ダンス
日11月30日～12月21日の日曜日
正午～午後1時15分（全4回）
人24人（先着）
￥4,800円
※全9回のうち6回目からの途中入会。
⑤たのしい折り紙
日11月20日㈭、12月18日㈭
午前10時～正午（全2回）
人8人（先着）
￥3,200円
※全3回のうち2回目からの途中入会。
⑥フォーチュンタロット＜初級＞
日11月22日㈯・29日㈯、12月13日㈯
午後3時30分～5時30分（全3回）
人8人（先着）
￥5,450円（教材費込）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
―――――――　共　通　―――――――
場申電話で、①は八潮教室（八潮5－9
－11☎5492－7305）、②～⑥は同セン
ター（西大井駅前☎3774－5050）へ

災害ボランティア入門（初級）
講座
ピースボート災害ボランティアセン
ターの方と、個人でできる災害の備えや
災害支援に関する一般知識などについ
て学びます。
日12月15日㈪午後1時～4時30分
人30人（抽選）
場申12月5日㈮までに、電話で品川ボ
ランティアセンター（大井1－14－1☎
5718－7172）へ

消費生活教室「リサイクル着物
地を使ったがま口作り」
日11月19日㈬・20日㈭
午後1時30分～3時30分
場啓発展示室（第二庁舎3階）　
講師／金子信子（革工芸作家）
持ち物／針、糸、目打ち
人各10人（先着）　
￥各700円　
申11月14日㈮までに、電話で消費者セ
ンター☎5718－7181へ　

スポーツ

講座・講演

・景品が当たる大抽選会
・「本まぐろの解体ショー」と即売会（入場制限あり）
　※午後1時より整理券配付（120人先着）。
・地方物産展
・区内のお店による「品川の銘店コーナー」
・お茶席コーナー
・カルチャーコーナー（体験型）
・コンサート・歌・ダンス
・お座敷遊び体験（まつ乃家）
・廃油回収コーナー
・区内のゆるキャラ登場
・商店街調査隊特設コーナー　他

品川区
商連 大商業まつり

楽しくお得なイベントが盛りだくさんの大商業まつ
りを開催します。皆さん、お気軽にお越しください。

日時 11月22日㈯午前10時～午後4時
場所中小企業センター
　　 （西品川1－28－3）
主催品川区商店街連合会

こんな生物食べられるの？というような
食に関するパネル展示や、プロジェク
ションマッピングのショーなど、芸術と
食の秋にぴったりのイベントを開催。
日11月19日㈬～12月1日㈪
￥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・在学の方は、各自住所
など（65歳以上の方は年齢も）確認ので
きるものの提示で（　）の料金になります。
場問しながわ水族館（勝島3－2－1しなが
わ 区 民 公 園 内 ☎3762－3433 HP www.
aquarium.gr.jp/）

オータム
フェスタ

芸術と食の祭典 in 
しながわ水族館

11月24日㉁は、
さかなクンが
「食育に関する
トークショー」
を行います。

問い合わせ
品川区商店街連合会☎5498－5931
商業・観光課☎5498－6332

しなフィンです。
よろしく！

〈しながわ水族館
公式キャラクター〉
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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

公園で愛犬と一緒に楽しむため
のマナー講習会

日時 会場

11月
29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）

11月
30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、質疑応答他
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

ウェルカムセンター原・交流施設の
教室　誰でも気軽にできる健康体操
日12月4日～27年2月26日の木曜日
午前9時30分～10時30分（全12回）
※1月1日を除く。
人35人（抽選）
※いすの使用可。
￥3,600円
場申11月22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

マイガーデン南大井（区民農園）
収穫祭
区内唯一の区民農園・マイガーデン南大
井の収穫祭です。
日11月23日㈷午前11時～午後1時
場みなみ児童遊園（南大井1－13）
内マイガーデン南大井パネル展示、江戸
野菜試食コーナーなど
問公園課公園維持担当☎5742－6526

障害者作品展
障害のある方が創作した作品を展示し
ます。書道、絵画、手工芸など力作ぞろ
いです。
日11月19日㈬～26日㈬
午前8時30分～午後5時
※22日㈯・24日㉁を除く。25日㈫は午
後7時まで。
場第二庁舎3階ロビー
問障害者福祉課障害者福祉係
☎5742－6707

本のリサイクル市
図書館で所蔵しなくなった本のうち再
利用できる本を皆さんに提供します。
日11月29日㈯午前9時～午後3時
※1人20冊以内。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
します。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。
場問品川図書館
（北品川2－32－3☎3471－4667）

品川清掃工場見学会
日11月22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11月20日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

認知症カフェ　笑う門
認知症について、本人・家族や地域の方
が共に学び楽しみながら交流できます。
予防ミニ講座もあります。
日11月29日㈯午後2時～4時30分
場参当日、直接大井第二区民集会所（大
井2－27－20）へ
問大井在宅介護支援センター
☎5742－2723

品川＆山北ふれあい交流
親子でどんど焼き体験
「どんど焼き」は子どもの無病息災を願
う地元の神事。竹で高く組んだやぐらを
燃やし、お団子を焼いて食べます。
日27年1月10日㈯午後3時～11日㈰午前
10時頃（現地集合・解散、1泊2日）
場神奈川県山北町「ひだまりの里」
宿泊／落合館
人区内在住か在勤の親子10人（抽選）
※大人だけの参加も可。
￥7,000円、小学生5,200円、幼児4,000
円（参加費・宿泊費込）
申11月26日㈬（必着）までに、はがき
かFAXに「どんど」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

風景スケッチ・イラストレーション・
陶器～しながわアーティスト3人展
日11月14日㈮・15日㈯・16日㈰
午前10時～午後6時　
※16日は午後3時まで。
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
問メイプルセンター☎3774－5050

品川＆早川ふるさと交流
森のクリスマスファミリープラン
キャンドルの光の中でのクリスマス
パーティーのほか、リース作りやケーキ
のデコレーションを楽しみませんか。
日12月20日㈯～25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
￥7,750円、小学生以下7,120円（1泊2
食付き宿泊費、プログラム参加費、消費
税）
※区内在住の方は、年度内3泊まで2,000
円の助成が受けられます。
申電話で、ヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

第221回日曜コンサート
日11月16日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／サラサーテ作曲「チゴイネルワイ
ゼン」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

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27日現在）258,303,864円
10月27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

催　し ★

★

区議会のケーブルテレビ放送区議会のケーブルテレビ放送
11月18日㈫に行われる決算特別委員会での総括質疑の様子が、ケーブルテレ
ビ品川で放送されます。
放送日時 会派名（放送順） 放送日時 会派名（放送順）

11月25日㈫
14:00～22:00

品川区議会自民党
11月30日㈰
14:00～22:00
＜再放送＞

日本共産党品川区議団
品川区議会公明党 みんな・無所属品川
民主・改革ネット 品川区議会自民党

日本共産党品川区議団 品川区議会公明党
みんな・無所属品川 民主・改革ネット

※質疑内容によっては放送の終了時間が早まる場合があります。
ケーブルテレビで放送された会議の様子は、会議終了後おおむね2週間で録画
配信しています。品川区議会ホームページの「インターネット中継」からご
覧ください。
問区議会事務局☎5742－6810 HP www.city.shinagawa.tokyo.jp/kugikai/

N響メンバーによる弦楽四重奏シリーズ
～クラシック＆映画音楽、そしてドラゴンクエストまで～
日11月29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）　￥3,000円（全席指定）
※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。
問チケットセンターＣＵＲＩＡ（キュリア）☎5479－4140

ピアノデュオ「レ・フレール」
～4-Q

キ ャ ト ル

uatre  in  SHINAGAWA～

日27年2月14日㈯午後3時開演（午後2時15分開場）　
場きゅりあん（大井町駅前）　
￥5,000円（全席指定）
発売開始／11月14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（発売初日のみ午前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／ HPwww.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。
※3歳以下のお子さんは保護者膝上鑑賞無料。託児はありません。

兄弟ピアノデュオ、レ・フレールが織りなす1台4手連弾の新世界へ！
2人の奏でる躍動感あふれる音色をお楽しみください。

問チケットセンターＣＵＲＩＡ（キュリア）☎5479－4140

第5回ビジネス創造コンテスト
ビジネスアイデアを募集します。

応募期限／11月30日㈰まで
※応募方法など詳しくは品川ビジネスクラブのホームペー
ジ HPshinagawa-businessclub.jp/をご覧ください。
問品川ビジネスクラブ☎6303－9867
ものづくり・経営支援課ものづくり支援係☎5498－6333

応募枠 対　象 内　容 特　典

一般枠 区内外
問わず
どなたでも

幅広い視点から様々な社会
課題を解決するための研
究・開発アイデア

最優秀賞20万円＋シ
リコンバレーツアー
往復航空券　他

オリンピック枠 東京オリンピックに関連す
るビジネスアイデア 最優秀賞10万円　他

区民枠
①小学生以下の部
②中学生・高校生の部

区内在住か
在学の方

日々の生活の中で抱く「こ
んなものがあったらいい
な」という身近なアイデア

図書カード　他

アイデア
募集中

好評
発売中



古紙配合率80％再生紙を使用しています

● 商店街調査隊
● 特定個人情報保護評価書（素案）
● 年末の粗大ごみの収集
● 配偶者暴力対策基本計画改訂版（案）

次号予告　11月21日号
平成26年（2014）

11/11
1933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。

9月25日㈭、教育センターで区立小学生向けのイングリッ
シュ・キャンプを実施しました。この日は、三木小学校の4
年生41人を対象に、楽しみながら使える英語を身に付けるた
めのプログラムが行われました。外国人講師とゲームなどを
通して英語に触れた児童には笑顔があふれていました。

小学生のためのイングリッ小学生のためのイングリッ
シュ・キャンプシュ・キャンプ

9月23日㈷、日野学園温水プールで第1回障害者水泳大会が
開催され、小学校3年生から65歳までの41人が競技に参加
しました。競技は男女別で、自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・バ
タフライ（各25、50メートル）・ビート板（25メートルのみ）
・個人メドレー（25メートル×4種目）が行われました。

9月9日㈫、濱野区長と石井社会福祉協議会会長が、長寿の
お祝いとして今年100歳を迎えた田村武一郎さんのお宅を
訪問。田村さんは、10代から東京染小物の修行を始め、昭
和51年（当時62歳）に伝統工芸士に認定されました。この
日も型紙の特徴や染色方法などを説明していました。

「障害者水泳大会」「障害者水泳大会」
初開催　初開催　

100歳を迎えた伝統工100歳を迎えた伝統工
芸士　お祝いに訪問芸士　お祝いに訪問

9月15日㈷、しながわ中央公園でパラリンピックの認知度向
上と障害者スポーツへの理解を深めることを目的に、「ブラ
インドサッカー（視覚障害者5人制サッカー）」イベントを開
催。関東リーグ公式戦やブラインドサッカー体験も行われ、
総勢1,500人が来場しました。

ブラインドサッカーブラインドサッカー
フェスタ開催フェスタ開催

9月20日㈯、旗の台児童センターで親育ち支援事業「プレ
ママ プチママ タウン」を開催。妊婦のプレママと先輩ママ
の計12人が参加しました。ワークショップのほかバランス
ボールを使ったエクササイズでは、会場に流れる音楽にあ
わせリズミカルに運動を楽しんでいました。

9月10日㈬、区役所で「品川区安全安心パトロール協定推
進事業」協定書の調印式が行われ、区と7事業者が協定を
結びました。この協定は、区内を配達などで巡回している
事業者が、日常業務を通じて防犯活動に協力するというも
の。犯罪の抑止を図りつつ、地域の見守り活動に協力します。

親育ち支援事業「プレママ 親育ち支援事業「プレママ 
プチママ タウン」開催プチママ タウン」開催

安全安心パトロール協定安全安心パトロール協定
推進事業 協定書調印式推進事業 協定書調印式

10月5日㈰、品川区長選挙・品川区議会議員補欠選挙が行
われ、即日開票されました。10月7日㈫、当選した濱野区
長が初登庁。区役所の3階プラッツァで大勢の職員に出迎え
られ、花束を手に笑顔を見せていました。多くの拍手に応
えながら入庁し、第3期目がスタートしました。

品川区長選挙・品川区品川区長選挙・品川区
議会議員補欠選挙議会議員補欠選挙

9月23日㈷、しながわ中央公園でビーチバレーボールの体
験ワークショップが開催され、区内在住の小学生約150人
が参加。2020年東京オリンピック・パラリンピックでは、
潮風公園で本競技の開催を予定。競技の魅力を知ってもら
おうと、区と競技団体、ボランティアなどが運営しました。

しながわビーチバレー体験しながわビーチバレー体験
ワークショップを開催ワークショップを開催

第24回しながわ宿場まつり

9月27日㈯・28日㈰、旧東海道品川宿周
辺の八ツ山から青物横丁で「しながわ宿
場まつり」が開催。人気のパレード「江
戸風俗行列」では、公募で選ばれた約100
人が武士や町娘などにふんして旧東海道
を歩き、多くの見物客の目をひきました。

第14回中延ねぶた祭り

9月20日㈯、中延商店街・なかのぶスキッ
プロードと昭和通り商店会で「中延ねぶた
祭り」が行われ、青森県黒石市から運ば
れた大ねぷたをはじめ、大小5基のねぶた
が集結。商店街の中を往復約3時間かけて
練り歩きました。

しながわアーティスト展2014

9月20日㈯・21日㈰、メイプルカルチャー
センターで「しながわアーティスト展
2014」を開催。「見て、感じて、しながわ
アート！」をテーマに、区にゆかりのある
アーティストが作品展示、ワークショップ、
パフォーミングアーツを行いました。

「しながわ・見守り隊」研修を実施

9月22日㈪、荏原第五地域センターで「し
ながわ・見守り隊」となる新聞配達員を
対象に、高齢者見守り事業の研修を実施。
見守り隊の活動は高齢者宅への新聞配達
などの際に、異変を察知した場合、すぐ
に区に通報するというものです。

しながわ
写真
ニュース

11月11日に
人権週間特集号も
発行しています


