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　商店街の新たな魅力を消費者の視点で探すために結成された
「商店街調査隊」が、飲食業・サービス業を中心に調査・発掘を
行いました。その結果、80品目を商店街調査隊の“おススメ商品・
サービス”として決定しました。
　ぜひ各商店に足を運び、商店街調査隊一押しの商品・サービ
スの魅力にふれてみてください。

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

11月22日㈯午前10時～午後4時に中小企業センターで行われる「品川区商
店街連合会　大商業まつり」において、特設ブースを設置し、“おススメ商品・
サービス”の紹介の他、カタログの配布なども行います。

● カタログ『商店街調査隊が選んだ「しながわおいしい＋快適
ライフ」』・応募用紙の配布場所

・“おススメ商品・サービス”に選ばれた80店舗
・品川区商店街連合会（西品川1－28－3　中小企業センター4階）
・地域センター
・区内各商店街事務所
　北品川商店街事務所　（北品川2－4－17）
　戸越銀座商店街事務所（戸越1－15－16）　
　武蔵小山商店街事務所（小山3－23－5）
　中延商店街事務所　（東中延2－7－19）　
　荏原町商店街事務所　（中延5－6－16）　
※応募用紙は品川区商店街連合会ホームページhttp://shoren.shinagawa.
or.jp/からダウンロードもできます。

詳しくは、
このカタログを
見てね！

“おススメ商品・サービス”は2ページで紹介します。
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“おススメ商品・サービス”
が決定しました！

　商店街調査隊一押しの商品がもらえる・サービ
スが受けられるチャンスです。
　応募用紙に欲しい商品名・サービス名などを記
載してご応募ください。

“おススメ商品・サービス”を
抽選で約900人にプレゼント！
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　番号制度（社会保障・税番号制度）は行政事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。今回、
制度の導入にあたり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（番号法）に基づき、住民基本台
帳に関する事務について「特定個人情報保護評価書（素案）」を作成しましたので、皆さんのご意見を募集します。

「住民基本台帳事務に関する特定個人情報保護評価書（素案）」
に対するご意見をお寄せください

戸籍住民課個人番号カード担当（〠140－8715品川区役所本庁舎3階☎5742－6658 Fax5709－7625）問い合わせ

　番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確
認を行うための基盤として整備するものです。27年10月より個人番号が記された「通知
カード」が郵送され、28年1月より申請した方に「個人番号カード」が交付される予定です。
社会保障・税などの手続きで添付書類の簡素化が推進されます。
※詳しくは、内閣官房の社会保障・税番号制度のホームページhttp://www.cas.go.jp/jp/
seisaku/bangoseido/index.htmlをご覧ください。

　住民基本台帳に関する事務に際して、個人番号を含む個人情報
（特定個人情報）を取り扱うにあたり、想定されるリスク対策を策
定したものです。主な内容は、基本情報、事務の内容、特定個人
情報ファイルの概要、記録項目、特定個人情報ファイルの取り扱
いプロセスにおけるリスク対策などです。

12月21日㈰（消印有効）までに、意見、住所、氏名、
電話番号を戸籍住民課へ郵送かFAX、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。

●「住民基本台帳事務に関する特定個人情報保護
評価書（素案）」の全文は、区ホームページ、戸籍
住民課、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、地域セ
ンターでご覧になれます。

応募方法皆さんのご意見を
お寄せください

番号制度（社会保障・税番号制度）とは 評価書の内容

商店街調査隊の“おススメ商品・サービス”に決定した80品目

商品・サービス名 店名 住所
アイスパン 甘味処

どころ

 いちょうの木 北品川1
チーズケーキ z

ザ ッ カ

akka+c
カ フ ェ

afe L
ラ

a c
カ ピ

api 北品川1
人力車 品川人力車 北品川2
ガッパオ クロモンカフェ 北品川2
キャロットパンセット T

テ ラ

erra C
カ フ ェ

afe B
バール

ar 東品川2
キーマカレーセット 印度風居酒屋 カフェネスト 南品川1
真
ま だ い

鯛のパリパリ焼き ラパンドール 南品川2
プレーンオムレツ ビストロおきみくら 南品川3
きなこ揚げパンセット パン工房しながわプチレーブ 南品川3
海鮮丼 酔

すい ふ よ う

芙蓉 西品川1
海鮮丼 魚玉 西品川3
たらこイクライカおろし スパゲッティ ダン 上大崎2
牛カレーうどん こんぴら茶屋 上大崎3
野菜の炊き合わせコース オントレ・ドゥ・シャトウ 西五反田1
おでんのたまご 若ちゃん 西五反田1
ぷるぷるコラーゲンとり鍋 熟成鶏

どり

ダイニング五反田朱
あか

屋 西五反田1
マシンストレッチ スターストレッチ 西五反田2
せいろと小かき揚げ丼 五反田 昭月庵

あん 西五反田2
きつねコロッケ 山猿 西五反田5
スーラータンメン 中国料理 桐

きり

島家 西五反田7
屋形船 船宿 いわた 東大井1
天ざる 立会川 吉田家 東大井2
日替わりのお食事 木

こ

もれび 東大井5
カバ（ワイン） ロスビノス 東大井5
海鮮丼 沼津魚市 ひなの家 東大井5
トリガーセラピー トリガー鍼

しんきゅう

灸・整骨院 東大井5
日替わり定食 さしろ 南大井1
グリルチキンステーキセット リビングカフェ 竜 南大井4
馬骨スープラーメン 良馬 大　井1
もりそば 大井更

さらしな

科 大　井1
クラシックビーフバーガー レインボーアロハダイナー 大　井1
薬膳カレー 和食薬膳ダイニングバー魔法の粉 大　井1
お好み焼き お好み焼きもんじゃ さくら 大　井3
毒素排出コース エステサロン八葉 大　井3
ふわり焼き 鉄板酒房 ふわり 大　井4
無機UVコート塗料（外壁塗装） 外壁塗装の清水屋 西大井2
カレーセット（ほうれん草チキン+なす） タマンのカレー屋さん 西大井6
整体コース 鍼

しんりんよく

林浴 小山台1
玉こんにゃく 居酒屋 おさむ 小山台1
途
みち

（ラーメン） 麺や 一
い ち ず

途 小　山2
ミックスパエリア エル・パストール 小　山2

商品・サービス名 店名 住所
マタニティ鍼灸 艸

そうじゅ

寿堂 小　山3
アップルパイ ジェニージョーンズ 小　山3
シャンプー＆ブロー R

アールズ

’s 小　山5
リブス特製ポークスペアリブ キッチンリブス 荏　原3
ストレッチコース ちゃんぷるぅ整体 荏　原3
スイートポテト ダンポテト 平　塚2
オロチョンラーメン 大公楼 旗の台2
焼き鳥 鳥

と り き

樹 旗の台3
クレープ
（いちごバナナチョコホイップ+アイス） ビートンカフェ 旗の台3

かき氷
（アボガド豆乳生キャラメルソース） ブンブンブラウカフェ 旗の台3

ジム・プール・スパ1日体験 スポーツスパアスリエ旗の台 旗の台3
ランチ握り寿

す し

司 亀七寿司 旗の台4
一日体験・女性キッズコース 旗の台なかよしボクシングジム 旗の台6
さつま揚げ 蒲

かましん

眞 中　延2
キラメラメカラー サロン・デ・ディッチャ 中　延2
マルゲリータブッファラ ピッツェリア  オカ 中　延2
ハワイアン・ポキ へのへのもへじ 中　延2
ハンバーグ フランス食堂 シャルティエ 中　延2
チキンティカマサラカレーセット マハ・バーラト 中　延3
四
しせんま ー ぼ ー

川麻婆豆腐ランチ 中国家常酒家  天心 中　延4
鯨のカルパッチョ 陽

ひ

まり 中　延5
鳥の唐あげ  隼

はやぶさ

 中　延6
パンケーキ C

カ フ ェ

afe&P
ピ ッ ザ リ ア

izzeria P
ピ ー ノ

ino 中　延6
バナナチョコワッフル カフェ Lima 東中延2
お顔ほぐしマッサージ ヘアーサロンエム 東中延2
胡
ご ま

麻ねぎそば あけの蕎
きょう 東中延2

さしみ盛り合わせ 大衆酒蔵 漁 戸　越1
けんちんうどん しずく 戸越店 戸　越5
しおラーメン 麺処 はるにれ 戸　越5
お顔そり＋ベーシックコース 六

り っ か

花 戸　越6
アンズタルト やつどき 戸　越6
チョコレートケーキセット ヨリミチカフェ 豊　町1
ミシンの修理 石毛ミシン商会 二　葉1
油
ゆーりんちー

淋鶏（ランチ定食） 美食源 二　葉1
幸丼 丼ぶり屋幸丼 二　葉1
冷製サワーパスタセット うふえれ 二　葉2
惣
そうざい

菜3点盛りランチ 菜食美 つき朋
ほ 二　葉3

小
しょうろんぽう

龍包 中華ダイニング 正
せいしょう

匠 二　葉4
チャーシュー麺 めん処 圡

ど た は ち

田八 二　葉4

＊ 商品・サービスの詳細については、カタログなどをご覧ください。
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  ご協力ください
■拠点回収
（古着、廃食用油、不用園芸土、小型家電＜特定品目＞）
12月13日㈯・27日㈯午前10時～正午＝小学校など
29カ所　小学校（台場・三木・第一日野・第三日野・
後地・小山・第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・
城南第二・立会・旗台・大井第一・延山・宮前・芳水・
伊藤）、小中一貫校（日野・伊藤・豊葉の杜学園）、地
域センター（品川第一・大崎第一・大井第二・大井第三・
八潮）、区役所、品川区清掃事務所　※雨天決行。

■使用済みインクカートリッジの回収
区役所・地域センターなど26カ所で回収しています。

    リサイクル情報紙「くるくる」
「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」を紹介（1日発
行）し、区施設などに置いてあります。1月号の掲載は、
12月17日㈬までに電話かFAXでお申し込みください。

   フリーマーケット
■出店者募集
●12月6日㈯午前9時30分～午後2時
※雨天の場合は7日㈰。
募集数／50店
出店料／600円
場申当日、しながわ区民公園（勝島3－2）へ
問守本☎3763－7613

   リサイクルショップ「リボン」
18歳以上の方はどなたでも出品できます。電話か店
頭で予約してください。詳しくはお問い合わせくださ
い。
※出品時、住所・年齢の確認できるものが必要です。
手数料／出品1点につき100円（家具は、300～500円）
定休日／両店とも水曜日
※販売実費として、売り上げの42％をいただきます。
※不用品交換情報ボードは無料です。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。

大井町店 　※11月22日㈯は臨時休業。
広町2－1－36　第三庁舎2階　☎5742－6933
営業時間／午前10時～午後5時30分
取扱商品／家具、インテリア用品、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に運送業者を紹
介します（運送料は有料）。
旗の台店

旗の台5－13－9　旗の台駅南口下車　☎5498－7803
営業時間／午前11時～午後7時（祝日は午後5時まで）
取扱商品／衣服など日用品
●旗の台店「クリスマス・正月用品と陶器」の出品募集
日11月22日㈯～27日㈭午後1時～4時
※出品は1人1回限り10点まで、予約なしで身分証明書
を持ってお越しください。

回収時間外に、回収品目を施設に置いていく行為は
おやめください。

問
品
川
区
清
掃
事
務
所

（
大
崎
１
–
14
–
１
☎
３
４
９
０
–
７
０
９
８　
３
４
９
０
–
７
０
４
１
）

Fax

　年末年始は1年間で最もごみ量が増加します。ごみ量や道
路事情により、収集時間が通常時と異なる場合があります。
　また、年末の粗大ごみ収集は大変混み合います。早めに
粗大ごみ受付センターへ申し込んでください。

ごみ・リサイクルカレンダー
27年版ごみ・リサイクルカレンダーは、地域セ
ンターなど区内の施設で12月から配布します。ご
家庭にお持ち帰りになり、ご活用ください。
※全戸配布は行いません。

年末の
「ごみ」「資源」収集
のお知らせ 品川区清掃事務所☎3490－7051

品川区清掃事務所荏原庁舎☎3786－6552問い合わせ

● 粗大ごみとは、布団や家具、自転車などの家庭から出される、おおむね1辺が30cm以上の
大きさのごみのことです。
● ごみにする前に、まだ使えないか考えましょう。リサイクルショップ「リボン」やリサイク
ル情報紙「くるくる」をご活用ください。

1　粗大ごみ受付センターへ申し込む
　●電話予約
　 年末は12月27日㈯午後9時まで、年始は
27年1月5日㈪午前8時から受け付けます。
　●インターネット予約
　 https://www.tokyosodai.jp/shinagawa/に
アクセスし、画面に必要な情報を登録します。
　※区ホームページからもアクセスできます。

3　 有料粗大ごみ処理券を粗大ごみに
　 貼付し出す
戸別収集で出す＝年末は12月30日㈫まで、年
始は1月5日㈪から収集をします。
品川区資源化センター（八潮1－4－1）へ持ち
込む＝年末は12月28日㈰まで、年始は1月11日
㈰から持ち込めます。

粗大ごみの出し方

粗大ごみの収集は申し込みが必要です

ごみ・資源の収集日

申品川区粗大ごみ受付センター☎5715－1122

ごみ・資源は、収集日の午前8時（早朝収集地区は午前7時
30分）までに出してください。

●分別されていないごみ・資源は収集できません。
● 年末最後のごみ・資源収集後は、年始の決められた収集日まで、ごみ・資源を出さないでく
ださい。

燃やすごみ
月・木地区 29日㈪
火・金地区 30日㈫
水・土地区 27日㈯

資源

月曜日地区 29日㈪
火曜日地区 30日㈫
水曜日地区 24日㈬
木曜日地区 25日㈭
金曜日地区 26日㈮
土曜日地区 27日㈯

陶器・
ガラス・
金属ごみ

第1・3収集地区

月曜日地区 15日㈪
火曜日地区 16日㈫
水曜日地区 17日㈬
木曜日地区 18日㈭
金曜日地区 19日㈮
土曜日地区 20日㈯

第2・4収集地区

月曜日地区 22日㈪
火曜日地区 23日㈷
水曜日地区 24日㈬
木曜日地区 25日㈭
金曜日地区 26日㈮
土曜日地区 27日㈯

12月終わりの収集日

12月31日㈬～1月3日㈯は、
すべてのごみ・資源の収集を休みます。

年始のスケジュールは
本紙12月21日号でお知らせします。

燃やすごみ 月・水・金地区 29日㈪
火・木・土地区 30日㈫

陶器・ガラス・
金属ごみ

第1・3収集地区 20日㈯
第2・4収集地区 27日㈯

資源 29日㈪

●八潮パークタウン
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2　粗大ごみ処理券を購入する
　 予約時に案内された手数料分の処理
券を、区内の「有料粗大ごみ処理券
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な
どで購入してください。
　 ※購入する際、品川区の券であるこ
とを確認してください。

● テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン
　 買い替えする店か家電リサイクル受付センター☎5296－7200へお問い合わせください（12月28日㈰～
1月4日㈰を除く）。
●パソコン本体とディスプレイ
　 メーカーなどに回収を依頼してください。リサイクル料金や受付窓口は、各メーカーのサービスセンター
か、パソコン3Ｒ推進協会☎5282－7685へお問い合わせください（12月27日㈯～1月4日㈰を除く）。
●危険物、毒物、耐火金庫など　専門処理業者に処分をお願いしてください。

粗大ごみでの収集
ができない物と、
その処分方法

見本

見本

入り口を通り過ぎると首都高に入っ
てしまいます。ご注意ください。
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日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員
¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ (http://）

●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として
　区内在住・在勤・在学の方

平成26年
（2014）
11/21情報館 情報館は4～7ページです。

母乳相談
母乳の飲ませ方や、母乳育児のポイント
について、助産師がアドバイスします。
日12月9日㈫午後3時～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親10人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

難病音楽療法教室と交流会
日12月15日㈪午後1時30分～3時30分
内声楽家による音楽療法
※教室終了後、情報交換など交流会あり。
人難病患者と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

難病の方のためのリハビリ教室
日12月18日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリと交流
講師／伊藤滋唯（理学療法士）

人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
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

精神保健講演会
日12月15日㈪午後2時30分～4時30分
内ちゃんと知りたいお酒の話～アルコー
ル依存症の知識と理解
講師／利田周太（周愛利田クリニック　
院長）他
人90人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

思春期家族教室
日12月1日㈪午後2時～4時
講師／袖本礼子（臨床心理士）
人不登校・ひきこもりなどでお困りの家族
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） 5日㈮ 10日㈬ 12日㈮
うつ病あんしん相談 19日㈮ 10日㈬ 3日㈬
高齢期のこころの相談 16日㈫ 16日㈫ 16日㈫・24日㈬
児童思春期のこころの相談 3日㈬ 25日㈭ 18日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談 12月

問各センターへ

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

応急診療所 行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

  小児平日夜間／午後8時～午後11時（受付は午後10時30分まで）

月～金曜日 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
  昭和大学病院中央棟4階

  休日昼間・夜間／午前9時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

11月23日㈷
24日㉁
30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23日㈷

 浅野医院 大　井 6 －21－ 5 ☎3771－2692
 ゆうデンタルオフィス 西五反田 2 －29－ 5 ☎3495－0648
 上山歯科医院 二　葉 1 －14－ 2 ☎3781－5018
 根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
 誠道館清水接骨院 小　山 3 －16－ 5 ☎3783－0685

11月24日㉁

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
 上杉歯科医院 東五反田 5 －27－ 6 ☎3440－0881
 矢部歯科医院 西品川 1 －29－ 4 ☎3781－4811
 阿部整骨院 西品川 3 － 1 －20 ☎3490－2730
 上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

11月30日㈰

 赤沼医院 大　井 2 －21－10 ☎6809－9236
 カナイ歯科クリニック 西五反田 6 －21－ 7 ☎3490－0351
 蛇窪歯科 二　葉 2 － 4 － 2 ☎3781－1370
 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

  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22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

11月29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

※重病の方は119番をご利用ください。
医療機関の24時間案内

●東京都保健医療情報センター （ひまわり）　 ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎5272－0303 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323 
●品川消防署　　　　 ●大井消防署　　　　●荏原消防署
　☎3474－0119　　　 ☎3765－0119　　　☎3786－0119　

お子さんの急な病気に困ったら
●小児救急電話相談　☎＃8000　IP電話などは☎5285－8898
　月～金曜日／午後5時～午後10時　土・日曜日、祝日／午前9時～午後5時
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ろば康ひ健

がん検診・健康診査など
　職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。
　検診の種類によって日時などが異なります。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、
健康課へお問い合わせください。
乳がん検診（予約制）＊…34歳以上（偶数年齢時） 各医師会、契約医療機関、検診車
子宮がん検診＊…20歳以上（偶数年齢時）

契約医療機関

大腸がん検診…40歳以上
喉頭がん検診（予約制）…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上の男性
胃がんリスク検診＊（50・55・60・65・70・75歳）
35歳からの健康診査（35～39歳）
女性の健康診査（16～34歳の女性）
胃がん検診（予約制）…40歳以上 各医師会

肺がん検診（予約制）…40歳以上 一般コース 各医師会、契約医療機関
ヘリカルCTコース 各医師会

成人歯科健診＊（40・45・50・55・60・65・70歳） 契約医療機関
障害者歯科健診…20～35歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡
結核検診（予約制）…65歳以上 契約医療機関

肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方 品川・荏原保健センター
契約医療機関

健
康
診
査

問40～74歳の方
　 ・品川区国民健康保険の方＝国保医療年金課保健指導係☎5742－6902
　 ・品川区国民健康保険以外の方＝加入する医療保険者にお問い合わせください。
　75歳以上の方＝国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

○ 乳がん検診は、現在希望者が多く翌々月以降の予約となることがあります。
健康課☎5742－6743　品川区医師会☎3474－5609　荏原医師会☎3783－5167
品川歯科医師会☎3492－2535　荏原歯科医師会☎3783－1878

一部有料

＊受診券有り

人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）※定員は実施園、実施内容により異なります。
申利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 希望の園へ　問実施園、保育課運営係☎5742－6724

保育園・幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください

日12月14日㈰
午前11時30分～午後1時30分
場お茶の水ホテルジュラク
（千代田区神田淡路町2－9）
※午前11時15分に1階ロビーに集合。
内レストラン「あけびの実」ラン
チビュッフェ
人4歳以上のひとり親家庭の親子
50人（抽選）
￥1,500円
※お子さんは無料。
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申11月27日㈭までに、電話で子
育て支援課児童家庭相談係☎
5742－6589へ

ひとり親家庭
「年末親子お楽しみ会」

●クリスマス会
　24日㈬＝大井保
●クリスマスの飾り製作
　3日㈬＝ゆたか保
●身体測定
　2日㈫＝ 西五反田保、東品川保、

荏原西保
　3日㈬＝品川保
　4日㈭＝東大井保
　10日㈬＝西五反田第二保（乳児）
　12日㈮＝西五反田第二保（幼児）
　18日㈭＝西中延保
●絵本の広場
　18日㈭＝西中延保
●リズム遊び
　4日㈭・25日㈭＝南大井保
●ウインターフェスティバル
　19日㈮＝東品川保

●子ども会
　18日㈭＝三ツ木保
　19日㈮＝南ゆたか保
●おはなし会
　19日㈮＝大井倉田保
●みんなであそぼうくらたっこ
　9日㈫～12日㈮＝大井倉田保
●もちつき
　25日㈭＝八潮西保
●保育体験
　年間を通して実施

※日程など詳しくは各園へお
問い合わせください。各園の
問い合わせ先は区ホームペー
ジでご覧ください。

●園庭開放
　月～土＝平塚保（午前10時～午後4時）
　月～金＝ 大井保、北品川保、大崎保、冨士見台保、二葉保（午

前9時～正午）、西品川保（午前9時30分～11時）、
東五反田保（午前10時～正午）

　水＝ 台場保、第一日野すこやか園（午後0時30分～2時30
分）

　水・金＝荏原保（3日を除く）
　1日㈪・17日㈬＝八潮わかば幼（午前10時30分～正午）
　2日㈫・9日㈫・16日㈫＝ 西中延保、伊藤幼（午後2時～3時）
　3日㈬＝二葉すこやか園（午後1時30分～3時）
　10日㈬＝平塚すこやか園（午前10時30分～11時30分）
　17日㈬＝城南幼（正午～午後1時30分）
●園公開
　9日㈫・10日㈬＝浜川幼（午前9時～正午）
●お楽しみ会
　4日㈭・5日㈮＝大井保
　19日㈮＝小山台保

　12月に参加できる主な事業 ※保＝保育園、幼＝幼稚園
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年末に保育が必要なお子さんを
預かります
区内在住で、年末に保護者が就労のため
保育できないお子さんを預かります。
日12月29日㈪・30日㈫午前7時30分～
午後6時30分で必要な時間
場大井・中延・西大井保育園
人生後4カ月～就学前のお子さん
￥1日2,000円
申12月8日㈪～12日㈮の午前8時30分～
午後7時に、費用、年末保育用勤務証明書、
母子手帳、健康保険証と乳幼児医療証の
コピーを持って、お子さんと一緒に最寄
りの区立保育園か保育課運営係（第二庁
舎7階☎5742－6724）へ
※詳しくは区立保育園・幼稚園・保育課
で配布する「年末保育のお知らせ」をご
覧ください。

マンション管理士・一級建築士
を派遣します
内マンション管理士＝マンションの維持
管理や管理組合の運営についての相談
一級建築士＝マンションの大規模修繕
（耐震改修は除く）についての相談
※1回2時間程度。土・日曜日も可。
人区内にある分譲マンション管理組合
※1組合につき各3回まで。
申電話で、都市計画課住宅運営担当☎
5742－6777へ

エコパワーカンパニー募集
環境に配慮した活動を行っている事業所
をエコパワーカンパニーとして認定し、
認定シールを差し上げます。また区ホー
ムページなどで紹介します。
認定基準／
次のいずれかにあてはまる区内事業所
・ISO14001、エコアクション21、その他
の各種環境マネジメントシステムを認証
取得している
・環境会計の導入、環境報告書の公表を
実施している
・環境活動（品川区エコパワーカンパニー
認定事業実施要綱別表で掲げる実施項
目）を5つ以上実施している
申環境課で配布する申請書などを同課環
境推進係（〠140－8715品川区役所本庁
舎6階☎5742－6755）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。

住まいづくりセミナー
日11月30日㈰午前9時30分～正午
内個別相談（リフォームや建て替え、耐
震改修などに関する無料相談）、事例紹
介（耐震改修・リフォームの施工方法、
費用などを映像で紹介）、助成制度の紹
介（リフォーム、耐震改修などに関する
助成制度の紹介）
主催／品川区住宅耐震化促進協議会
場参当日、直接荏原第三区民集会所（平
塚1－13－18）へ
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

公正証書遺言説明会
最期の意思を残された人に伝え、実現し
てもらうための公正証書遺言について説
明します。
日12月17日㈬午後2時～4時
講師／丸山昌一（大森公証役場公証人）
人30人（先着）
場申12月16日㈫までに、電話で品川成
年後見センター（大井1－14－1☎5718－
7174）へ

講演会と住宅の個別相談会
①講演会
日11月29日㈯午後1時15分～2時15分
内リフォーム・建て替えのハッピー資金計画
講師／横小路八重子（ファイナンシャル
プランナー）
人50人（先着）
参当日、直接会場へ
②相談会
日11月29日㈯午後2時30分～4時20分
（入れ替え制）
内専門家（ファイナンシャルプランナー・
建築士・司法書士）による住宅に関する
相談
人9人（先着）
申11月28日㈮までに、電話で相談したい
専門家と内容を都市計画課木密整備担当
☎5742－6779へ
※空きがあれば、当日直接相談も可。
───────共　　通───────
場荏原第三区民集会所（平塚1－13－18）
問都市計画課木密整備担当
☎5742－6779

わかもの就業相談
就職・転職活動や仕事に関する悩みに専
門のキャリアカウンセラーが個別面談に
よるアドバイスを行います。
日火～金曜日午後1時～5時
※年末年始・祝日を除く。
※時間は1回50分、要予約。
人39歳以下の方
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

介護者教室
日12月13日㈯午後1時～3時
場福栄会（東品川3－1－8）
内口

こうくう

腔ケア「若さと元気はお口から」
人20人（先着）
申12月12日㈮までに、電話で東品川在
宅サービスセンター☎5479－2946へ

お知らせ

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

設置場所／品川産業支援交流施設（北
品川5－5－15）他2カ所
選定方法／一般競争入札
申込受付期間／12月11日㈭～19日㈮
申経理課で配布する参加要領を確認
のうえ、申込書を同課管財係（本庁
舎6階☎5742－6640）へ持参
※参加要領は区ホームページからダ
ウンロードもできます。

飲料用自動販売機
設置業者を募集します

70歳以上で希望する方に、都
内バス、都営地下鉄、都電な
どを利用できるシルバーパス
（有効期限27年9月30日）を
発行しています。
￥26年度の区民税が課税の方
　………………… 20,510円
26年度の区民税が非課税の方
　…………………… 1,000円
※26年度課税でも、合計所
得金額が125万円以下の方は
1,000円。
問東京バス協会
☎5308－6950

シルバーパス
のお知らせ

〈
広
告
〉

　25年中のHIV感染者・エイズ患
者報告数は全国で1,590人、都内
では473人で前年より9人増えまし
た。HIV感染者は20～30歳代に多
く、エイズ患者は30～40歳代に多
くなっています。
　HIVに感染すると、平均10年でエ
イズを発症するといわれています。
感染初期は症状がなく、検査を受
けないと感染の有無はわかりませ
ん。現在では早期に治療を始める
ことにより発病を遅らせ、日常生活
への影響も少なくなりました。
　保健センターではHIV抗体や性
感染症の検査を無料・匿名で受け
られますので、感染が気になる方
は早めにご相談ください。

抗体検査は感染の機会があった時から2カ月以上経っていれば可能です。

　エイズ情報コーナー（保健センター、図書館、児童センターなど）
　パンフレットなどを設置して、情報を案内しています。
　電話相談（主催／HIVと人権・情報センター）
　日本語相談　☎3292－9090
　月～木曜日午前9時～午後9時、金曜日午前9時～午後6時、祝日午後2時～5時
　HIV感染者・家族（パートナー）相談　☎5259－0619　月・水曜日午後4時～7時
　ゲイ・バイセクシャル（男性専用）　☎5259－0750　第2・4土曜日午後7時～9時
　レズビアン・バイセクシャル（女性専用）　☎5259－0259　第2・4日曜日午後7時～9時
　英語相談　☎5259－0256　土曜日正午～午後3時
　聴覚言語障害者FAX相談　Fax5259－0643（24時間受け付け）

●品川保健センター
日第1・3木曜日午前9時～10時
場申電話で同センター☎3474－2225へ

●荏原保健センター
日第2・4火曜日午前9時30分～10時
場申電話で同センター☎3788－7014へ

HIV抗体検査（予約制）

11月16日㈰～12月15日㈪はエイズ予防月間です

12月1日は世界エイズデーです
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正月スキー教室
日12月30日㈫午後10時～27年1月2日㈮
午後9時（大井町駅集合・解散、往復バス、
車中1泊、ホテル2泊）
場志賀高原サンバレースキー場
宿泊／ビワ池ホテル（3朝食2夕食付き）
人30人（先着）　￥41,000円
申12月19日㈮までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（12月15日㈪を除く）

クラブカップMIX（硬式テニス）
日27年1月18日㈰午前8時45分から
※予備日は3月29日㈰。
場有明テニスの森
（江東区有明2－2－22）
試合方法／ミックスダブルス2本先取対
抗戦トーナメント
人区内在住か在勤の方、連盟登録者30チ
ーム（先着）
※1チーム男女混合6人編成。

￥1チーム12,000円
連盟登録チーム9,000円
主催／品川区テニス連盟
申1月6日㈫までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（12月15日㈪を除く）

中途失聴・難聴者サポーター
養成講習会
聞こえにくい悩みがある方の障害の状況
と支援方法を学びます。
日27年1月14日～3月11日の水曜日
午前10時～正午（全8回）
人区内在住か在勤で、18歳以上の健聴の
方20人（抽選）
場申12月19日㈮（必着）までに、往復は
がきで講習会名、住所、氏名（ふりがな）、
生年月日（年齢）、電話番号を障害者地域
活動支援センター（〠142－0064旗の台5－
2－2心身障害者福祉会館内☎5750－
4996）へ

春まで楽しめる寄せ植えとガー
デンピック作り講座
日12月7日㈰午前9時30分～正午
※雨天時は天王洲公園管理事務所（東品
川2－5－42）。
人区内在住か在勤の方15人（先着）
場申11月22日㈯から、正午～午後4時30
分に電話で東品川海上公園管理棟（東品
川3－9－21☎3471－3696）へ

消費生活教室 ｢片づけのコツを
知ってスッキリ生活｣
日12月12日㈮午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／芳賀裕子（整理収納アドバイザー）
人70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。

視覚障害者同行援護従業者研修
研修を修了すると同行援護事業に従事す
るための修了証明書が交付されます。
日27年1月17日㈯・24日㈯・31日㈯、2
月4日㈬・7日㈯・20日㈮（全6回）

場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内在住か在勤の方20人
（在勤者を優先し選考）
￥20,000円
申12月15日㈪までに、品川ケア協議会で
配布する申込書を同会（〠140－0004南
品川4－11－1大崎ホームヘルプサービス
内）へ郵送か持参
※時間など詳しくはお問い合わせください。
問障害者福祉課障害者相談係
☎5742－6710

第1回東京都脳卒中医療連携推
進事業公開講座
日12月6日㈯午後2時～4時
内講演「脳卒中で寝たきりにならないた
めに－最新の手術治療－」
講師／和田晃（昭和大学医学部脳神経外
科講師）
人100人（先着）
場参当日、直接品川区医師会館（北品川
3－7－25）へ
問荏原病院地域医療連携室☎5734－
8000内線1602、健康課☎5742－6744

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員
¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ (http://）

●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として
　区内在住・在勤・在学の方

平成26年
（2014）
11/21情報館 キッズクラブ、健康ひろばは4ページです。

講座・講演

人18歳以上の方　※高校生不可。
任用開始／27年4月1日㈬
社会保険など／勤務形態により加入

交通費／区の規定による（❾は上限日額420円）
申12月5日㈮（消印有効）までに、履歴書（写真貼付）に区分（10は「週3日」
「週5日」「どちらでも可」も）を書いて、人事課人事係へ郵送か持参

※応募は1人1区分です。　※書類選考、面接があります。
※書類選考の結果は1月27日㈫までに通知します。
※履歴書は返却しません。

区分 勤務場所 勤務内容 勤務時間 勤務日数 報酬 交通
費 任用期間 採用予定数

（選考） 応募資格 問い合わせ
❶

保育園 保育補助業務

7:30～14:45のうち3時間

週5日（月～土曜）

時給
各1,200円 ― 1年間 約450人 健康で働く意欲のある

方
保育課
保育教育計画係
☎5742－6597

❷ 12:00～21:00のうち3時間
❸ 7:30～15:30のうち5時間 時給

各1,500円 ○ 1年間 約130人 保育士資格＊を持ち、健
康で働く意欲のある方

❹ 12:30～20:30のうち5時間
❺ 16:00～22:00のうち5時間 時給　1,800円
❻ 7:30～20:30のうち7時間45分 週3日（月～土曜）時給　1,500円 約20人

❼

二葉・御殿山・
台場幼稚園

保育補助業務

7:30～10:30、14:00～19:30のうち3時間
（水曜12:00～19:30のうち3時間）
（土曜・休業期7:30～19:30のうち3時間）

週5日（月～土曜）

時給
各1,200円 ― 1年間 約20人 健康で働く意欲のある

方

保育課
保育教育計画係
☎5742－6597

第一日野・浜川・
平塚幼稚園

7:30～10:30、14:00～18:30のうち3時間
（水曜12:00～18:30のうち3時間）
（休業期7:30～18:30のうち3時間） 週5日（月～金曜）

八潮わかば・伊藤・
城南幼稚園

14:00～17:30のうち3時間
（水曜12:00～17:30のうち3時間）
（休業期8:30～17:30のうち3時間）

❽

二葉・御殿山・
台場幼稚園

7:30～13:30、14:00～19:30のうち5時間
（水曜12:00～19:30のうち5時間）
（土曜・休業期7:30～19:30のうち5時間）

週5日（月～土曜）
時給
各1,500円 ○ 1年間 約20人

幼稚園教諭免許か保育
士資格＊を持ち、健康で
働く意欲のある方

第一日野・浜川・
平塚幼稚園 7:30～13:30、12:00～18:30のうち5時間

週5日（月～金曜）八潮わかば・伊藤・
城南幼稚園

12:00～17:30のうち5時間
（休業期8:30～17:30のうち5時間）

❾ 小・中学校
小中一貫校 学校事務

月～金曜8:30～15:30（9:30 ～16:30の場合あ
り）
土曜8:30～12:30（8:30～15:30の場合あり）

月平均16日
（月～土曜） 時給　1,140円 ○ 1年間 約50人 パソコン操作ができ、健

康で働く意欲のある方
庶務課庶務係
☎5742－6823

10 すまいるスクール
運営企画・補助
勉強会の企画・
運営、児童指導

月～金曜（主に13:15～18:15）
土曜・休業日（8:30～18:15のうち5時間）

週3日か週5日
（月～土曜） 時給　1,500円 ○ 1年間 約60人 教員免許を持ち、児童の

指導に熱意のある方
子育て支援課すま
いるスクール担当
☎5742－6596

27年度　非常勤職員募集 問人事課人事係（〠140－8715 品川区役所本庁舎5階☎5742－6628）

＊保母資格のままの方は保育士登録が必要です。

スポーツ

●騎手服を着てポニーに乗ろう
①正午 ②午後2時
人入館券の半券を持った小学生以下のお子さ
ん各100人（先着）
※午前11時から整理券を配布します。
●ミニチュアホースとふれあおう
かわいいミニチュアホースと水族館のまわり
でふれあえます。
①午前11時 ②午後1時

￥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。

番号 会場 日程（全10回） 曜日 時間 定員（抽選）
① 戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23）

27年1月8日～3月12日 木

 9:45～10:45 各80人② 11:45～12:45

③ 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2） 13:45～14:45 70人

④ 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

 9:45～10:45 各60人⑤ 11:45～12:45
⑥ 品川学園温水プール
（北品川3－9－30） 1月9日～3月13日

金

 9:45～10:45 各80人⑦ 11:45～12:45
⑧ 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

1月9日～3月20日
（2月6日を除く）

 9:45～10:45 各60人⑨ 11:45～12:45

高齢者や低体力者を対象とした、プールで歩く運動です。
膝や腰に負担をかけずに効果的にできます。

￥各5,000円
申12月1日㈪（必着）までに、
往復はがきで教室名、番号、
住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を品
川健康センター（〠140－
0001北品川3－11－22☎
5782－8507）へ
※おおむね1年以内に受け
た健康診断などの結果表が
必要です。ない場合は、手
続きできません。

水中散 歩 教室

税 のたより
国税庁ホームページ
HP www.nta.go.jp/

日時 対象者 会場・問い合わせ

12月4日㈭ 10：00～12：00 不動産所得者
品川税務署3階会議室
（港区高輪3－13－22
☎3443－4171）

13：30～15：30 事業所得者

12月5日㈮ 10：00～12：00 事業所得者
13：30～15：30 不動産所得者

12月15日㈪ 10：00～12：00 不動産所得者
荏原税務署3階会議室
（中延1－1－5
☎3783－5371）

13：30～15：30 事業所得者

12月16日㈫ 10：00～12：00 事業所得者
13：30～15：30 不動産所得者

●青色決算・消費税等説明会
青色申告決算書の作成、消費税等の申
告書の書き方などの説明を行います。

11月29日㈯

しながわ水族館にポニー、
ミニチュアホースが
やってくる！

しながわ水族館にポニー、
ミニチュアホースが
やってくる！

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/
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公園の植物を使った季節のリー
ス作り講座
日12月6日㈯午前10時～正午
人区内在住か在勤の方20人（先着）
場申正午～午後4時30分に、電話でしな
がわ中央公園管理事務所（区役所前☎
5740－5037）へ

冬のフラワーアレンジメント教室
日12月7日㈰
①親子の部＝午前10時～正午
②一般の部＝午後2時～3時
講師／山口昌哉（プランツモジュール社長）
人区内在住か在勤の方（抽選）
①小中学生と親13組26人
②26人
場申11月28日㈮（必着）までに、往復は
がき（①は1枚1組②は1枚2人まで）で教
室名、番号、参加者全員の住所・氏名・電
話番号をしながわ区民公園管理事務所（〠
140－0012勝島3－2－2☎3762－0655）
へ

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イヤーズプレートの絵付け教室
日11月28日㈮午後1時30分～4時
人10人（先着）
￥4,000円（教材費込）

②ギター教室＜入門＞
日11月27日㈭、12月4日㈭・11日㈭
午前10時45分～11時45分（全3回）
人5人（先着）
￥5,900円（教材費込）
※全10回のうち8回目からの途中入会。
③江戸芸かっぽれ　櫻

さくらがわ

川流
日11月29日～12月20日の土曜日
午後3時30分～5時（全4回）
人14人（先着）
￥6,000円（教材費8,000円程度別）
※全8回のうち5回目からの途中入会。
④謡曲　宝生流
日12月1日～22日の月曜日
午前10時～11時30分（全4回）
人18人（先着）
￥10,116円（テキスト代込）
※全9回のうち6回目からの途中入会。
⑤囲碁教室＜入門＞＜初級＞
日12月13日㈯・20日㈯
＜入門＞午前10時～正午
＜初級＞午後1時～3時（各全2回）
人各20人
￥各2,600円（教材費込）
※全6回のうち5回目からの途中入会。
───────共　　通───────
場申電話で、①～④は同センター（西大
井駅前☎3774－5050）、⑤は八潮教室（八
潮5－9－11☎5492－7305）へ

品川＆早川ふるさと交流
ゆく年くる年プラン
年越しそば、餅つき、正月遊び、書き初
めなど正月の風習を楽しみます。
日12月31日㈬～27年1月3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

障害者とのふれあいコンサート
「心の唄＆囲碁 ’14」
高次脳機能障害の方が参加して、共に生
きる社会をめざし、歌い語りあう催しで
す。視覚障害者の囲碁対局もあります。
日11月29日㈯午前11時～午後4時15分
場きゅりあん（大井町駅前）
￥1,700円（前売り1,500円）、小中学生・
障害者1,000円
※鑑賞券はきゅりあんにて販売中。

問高次脳機能障害者と家族の会品川支
部・渡辺☎3781－0921、障害者福祉課
☎5742－6710

健康大学しながわ2014
探求テーマ発表会
卒業生による研究発表です。健康づくり
に関心がある方、ぜひご参加ください。
日12月13日㈯午後1時30分～4時30分
場講堂（第三庁舎6階）
人50人（先着）
申12月8日㈪までに、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2225へ

問い
合わせ

●文化スポーツ振興課　Fax5742－6585・6893
〠140－8715  広町2－1－36 第二庁舎6階
　●スポーツ係　☎5742－6838
　●生涯学習係　☎5742－6837
　●文化振興係　☎5742－6835・6

●品川区スポーツ協会・総合体育館
受付時間 : 午前9時～午後7時
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。
〠141－0022　東五反田2－11－2
☎3449－4400　Fax3449－4401

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600
Fax3781－6699

●品川保健センター
〠140－0001 北品川3－11－22 ☎3474－2225
●大井保健センター
〠140－0014 大井2－27－20 ☎3772－2666
●荏原保健センター
〠142－0063 荏原2－9－6 ☎3788－7016

催　し ★

★

　★12月のプラネタリウム
日内土・日曜日、祝日　※投影時間は約50分。
①午前11時＝親子向け投影 ｢ふゆのおほしさま｣「リーベルター
ス天文台だより～冬の星座の物語」
②午後1時30分③午後3時30分＝特集のお話「いよいよ打ち上
げ！はやぶさ2」
※各回とも、前半は当日の星空の解説。
※12月13日㈯の③は休止。
人①小学3年生以下のお子さんと保護者86人②③各86人（先着）
※小学生未満は保護者同伴。
￥各200円、4歳～中学生50円
観覧方法／当日、会場へ

  1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣
天体写真家林完次さんによる、星空の生解説です。
日12月13日㈯午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（抽選）
￥300円、小・中学生100円
  3 星空と音楽の夕べ
ピアノとバイオリンの生演奏でクラシックやポピュラー
音楽を聴きながら星空を楽しんでみませんか。
日12月6日㈯午後6時30分～8時
人小学生以上の方86人（抽選）　※小学生は保護者同伴。
￥500円、小・中学生100円

  2 12月の天体観望会「すばるを見つけよう」
日12月12日㈮午後6時30分～8時
講師／松谷研、宮坂憲央
人80人（抽選）　※中学生未満は保護者同伴。

申12は12月2日㈫、3は11月25日㈫（必着）
までに、往復はがき（4人まで）で講座名、住所、
電話番号、参加者全員の氏名（ふりがな）・年
齢を同センターへ
※定員に満たない場合は、12は12月4日㈭、
3は11月27日㈭午前10時から電話受付（先着）。

共通

親子シートもあるよ

五反田文化センタープラネタリウム
場問同センター（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451）

全国瞬時警報システム
（J－アラート）

全国一斉通信訓練を実施します
大規模災害や武力攻撃事態が発生
した際に、国（消防庁）が緊急情報
を伝達するJ－アラートの全国一斉
自動放送試験が実施されます。これ
に伴い、区内の防災行政無線スピー
カーなどから試験放送が流れます。
日11月28日㈮午前11時頃
放送内容／チャイム－「これはテス
トです」（3回繰り返し）－「こちら
は品川区です」－チャイム
問防災課防災安全担当
☎5742－6697

問地域活動課☎5742－6687

●代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人数などを電話
かFAX、ホームページ予約フォームで各施設へ直接お申し込みください。
※予約受付は先着順。ただし、繁忙期は抽選、締め切りはそれぞれの受付
開始月の月末。
※ゴールデンウイーク（27年5月2日㈯～5日㈷）は繁忙期です。11月30
日㈰締め切りで抽選となります。
※光林荘は11月10日㈪から21日㈮まで（土曜日を除く）と12月1日㈪から
19日㈮までの期間は、施設改修工事のため休館となります。
※区民の方は区の補助により料金の割引があるので、宿泊時に住所などが
確認できるもの（運転免許証、健康保険証、社員証など、障害者の方は障
害者手帳など）を宿泊者全員分お持ちください（確認できない場合は補助
は受けられません）。
○品川荘・光林荘を経営する民間事業者が運営する他の施設も利用できます。
詳しくはホームページをご覧いただくか上記施設へお問い合わせください。

区民の方
（区内在住・在勤）

利用月の6カ月前の1日より
27年6月分の受付／12月1日㈪より

区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

予約受付　午前9時～午後6時

保養所をご利用ください！
各施設へお問い合わせください

伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321  
Fax0557－35－0345
HP www.shinagawasou.com/

品川荘 光林荘
日光市細尾町676－1
☎0288－54－0988  
Fax0288－54－0954
HP www.korinsou.com/

広報しながわの読者モニター・
子育て支援特集号などの
協力者募集

人区内在住の方20人程度（選考）
内広報しながわ2月1日号までの5号と新春特集号についてのアンケート回答

人区内在住で子育て中の方10人程度（選考）
内子育て支援特集号のアンケート回答、取材・写真撮影への協力

申12月12日㈮（必着）までに、はがきかFAXで番号、住所、氏名、年齢、性別、電話・
FAX番号、②はお子さんの年齢・性別を広報広聴課（〠140－8715品川区役所☎
5742－6644Fax5742－6870）へ
※初めての方優先。　※謝礼あり。

人次の全てにあてはまる方
・区内在住
・新聞（読売・朝日・毎日・産経・東京・日経）を購読していない
・①高齢である ②子育て中 ③障害があるなどのため入手困難
申電話かFAXで、住所、氏名、年齢、電話番号、入手困難な理由を広報広聴課（☎
5742－6644 Fax5742－6870）へ
※視覚障害の方へは、デイジー録音版（CD－R）かカセットテープを郵送します。

広報しながわ（広報紙）
に関するアンケートなどに

ご協力ください

①読者モニター

②子育てに関する記事の協力

「広報しながわ」を入手困難な方に個別配送します



　区では、平成21年に策定した「男女共同参画のための品川区行動計画（第4次）」の中で、「配偶者か
らの暴力の防止と被害者支援をめざす取組み」を重点施策のひとつとし、23年3月に「品川区配偶者暴
力対策基本計画」を策定し、現在、体系的かつ計画的に推進しています。26年度で本計画期間が終了
するに伴い、改訂版を策定します。
　改訂にあたり、学識経験者、区内関係団体の代表など14人による「品川区配偶者暴力対策基本計画
改訂版策定委員会」で審議し、「品川区配偶者暴力対策基本計画改訂版（案）」をとりまとめましたので、
その概要をお知らせします。
　より実効性の高い計画にするため、皆さんのご意見をお寄せください。

　配偶者暴力は、個人の尊厳を著しく傷つけ、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。「配偶者」という親密な間柄
において、家庭という人目に触れにくい場所で起こることから、潜在化しやすく被害が深刻化しやすいといった特徴があり、
長年、被害者の救済を困難にしてきました。
　暴力を未然に防ぐため、暴力防止に向けた意識啓発を行い、早期発見につなげます。また、被害者の支援にあたっては、
相談から自立まで、被害者一人ひとりの状況に応じた総合的な支援体制づくりに取り組みます。

配偶者暴力およびストーカー
行為、デートDVの未然防止と
早期発見のため、意識啓発や
職務関係者などとの連携強化
に取り組んでいきます。

被害者の支援を行う職務関係者
のみならず、区職員など窓口で
対応にあたる者に対しても研修
を行い、資質の向上および二次
被害の防止に努めます。

配偶者暴力等の防止に関わる
所管課、警察、医療機関、民
間支援団体等の関係機関との
緊密な連携強化を図ります。

被害者がひとりで悩むことな
く安心して相談できるよう、
相談から自立まで、総合的で
切れ目ない支援体制づくりに
取り組んでいきます。

基本目標 基本目標

基本目標基本目標

施策目標 施策目標

施策目標施策目標

1暴力の未然防止と早期発見 3人材の育成

4区の体制整備および
　関係機関等との連携

2 被害者の立場に立った相談の充実と
　支援体制の整備

12月10日㈬（消印有効）までに、意見、住所、氏名を人権啓発課男女共同参画センターへ
郵送かFAX、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。

●「品川区配偶者暴力対策基本計画改訂版（案）」の全文は、区ホームページ、男女共同参画センター、区政資
料コーナー（第三庁舎3階）、子育て支援課（第二庁舎7階）、地域センター、保健センターでご覧になれます。

人権啓発課男女共同参画担当
（男女共同参画センター）
〠140－0011東大井5－18－1
☎5479－4104Fax5479－4111

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。

平成26年（2014）

広　報

11/21
1935号

古紙配合率80％再生紙を使用しています

● 人事行政の運営状況
● 品川区障害者計画・障害福祉計画（素案）
● 障害者週間記念のつどい

次号予告　12月1日号

「品川区配偶者暴力対策基本計画改訂版（案）」
にご意見をお寄せください

人権擁護委員による人権身の上相談
日12月7日㈰　①午前9時15分～午後0時15分②午後1時～4時
場第3・第4会議室（4階）
人各3人（先着）
申12月5日㈮までに、電話で区民相談室☎3777－2000へ

家庭教育講演会「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？～」
日12月8日㈪　午前10時～正午
講師／山崎洋実（F

ファイン
ine c

コ ー チ ン グ
oaching主宰）

※手話通訳付き。
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、ひらつかホールへ
問庶務課庶務係☎5742－6824Fax5742－6890

非核平和都市品川宣言
制定30周年

問人権啓発課☎3763－5391

日程  12月6日㈯～8日㈪ 会場  スクエア荏原（荏原4－5－28）

※本紙11月11日号人権週間特集号でもお知らせしています。

しながわ人権のひろば 2014

女性弁護士による法律相談
日12月6日㈯　①午前9時30分～正午②午後1時30分～4時
場第3・第4会議室（4階）　人各5人（先着）
申12月5日㈮までに、電話で男女共同参画センター☎5479－4104へ

映画「ひまわりと子犬の7日間」DVD上映会
日12月7日㈰　午後1時30分～4時30分
出演／堺雅人、中谷美紀　他
※字幕付き。
人350人（先着）
場参当日、ひらつかホールへ

小中学生人権標語・ポスター展
人権啓発パネル展（人権擁護委員の活動紹介など）
人権をテーマにした複数の啓発ブース

日12月6日㈯～8日㈪
午前9時30分～午後4時45分
（8日は午後3時まで）
場イベントホール

©2013 「ひまわりと子犬の7日間」

問い合わせ

計画期間
27～30年度（4年間）

●暴力防止に向けた啓発活動の推進
●若年層に向けた意識啓発の推進
●早期発見への取り組み

●人材育成の推進

●区の体制の整備と施策の推進
●関係機関との連携の推進

●相談機能の充実
●安全確保に向けた体制の整備
●情報の適切な管理
●自立に向けた支援体制の整備
●子どもへの支援体制の整備

皆さんのご意見を
お寄せください

応募方法

上映に先立ち、「小学生人
権メッセージ」と「中学生
人権作文」の品川区代表
作品を朗読します。


