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電話で「お金をお願い！
携帯変わった！」など
と言われたときは、す
ぐに息子や孫が以前
から使っていた携帯電
話に確認の電話をしま
しょう。

ちょっとしたことで被害が防げます
周囲の協力による被害防止の事例
●ATMで順番待ちをしていた利
用者が、目の前の高齢者が携帯
電話で「到着しました。どうす
ればいいですか」などと通話し
ていたことから還付金詐欺を疑
い、ひと声かけてATMの操作
を中止させ、被害を防止した

おかしいと思ったら警察に連絡を！
振り込め詐欺「アジト」の特徴
●建物の形態：主にマンション、オフィ
スビル、雑居ビルを使用
●出入り状況：3～10人の男性が朝
入り、夜まで全く出入りがない
●昼間の様子：数人が電話をかけ続けている声がする。明らかに数人が
在室しているが、呼び鈴を鳴らしても応答がない。ドアを開けても、
ことさらに室内の様子を隠そうとする

ひったくり被害にあわないためには
●人通りの多い道を歩くようにする
●後ろからバイクの音がしたら振り向いて
確認
●バッグはたすき掛けにして建物側に持つ
●自転車のカゴには、ひったくり防止カ
バー・ネットをつける

万引きは窃盗罪に該当（10年以下の懲役または50万円以下の罰金）し
ます。また、万引きを放置すると繰り返したり、より凶悪な犯罪を引き
起こすおそれがあります。
【販売店の方へ】
●来店者へ「いらっしゃいませ。何かお探しですか」などの声かけをする
●商品の陳列場所や方法に配慮する
●防犯カメラを設置するなどの監視体制に配慮する
【保護者の方へ】
●日頃から子どもの持ち物に気を配り、善悪のけじめをつけさせる
●万引きを知ったときは、き然とした態度をとる

次の3つのことを守ってください。
●駐輪時は必ず鍵をかける
●路上駐輪はしない
●必ず防犯登録をする

「こども110ばんの家」協力者を募集します
子どもたちが「不審者からの声かけ、痴漢、付きまとい行為など」
を受けたときに、避難場所として一時的に保護し110番通報など
の対応をしていただく協力者を募集しています。
※詳しくはお問い合わせください。

防犯パトロール活動を支援します
地域での犯罪発生を防止するために、定期的（月3回程度）で継
続的な自主的防犯パトロール活動を実施する団体を支援します。
対象／半数以上が区民で構成される10人以上の団体
内容／パトロールに必要な防犯グッズなどの購入費助成（設立時
に10万円、3年ごとに5万円）　※詳しくはお問い合わせください。

品川区セーフティアップ運動展開中品川区セーフティアップ運動展開中
安全で安心な暮らしを守りましょう安全で安心な暮らしを守りましょう

振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺
※区内では昨年66件の被害が発生（前年比－11件）

ひったくり
※区内では昨年20件の被害が発生（前年比＋9件）

万引き
※区内では昨年344件の被害が発生（前年比－59件）

自転車盗難
※区内では昨年1,021件の被害が発生（前年比＋57件）

「メールけいしちょう」に登録を「メールけいしちょう」に登録を
強盗・ひったくり・子どもに対する犯罪などの犯罪発生
情報や防犯情報を警視庁からメールでお知らせしていま
す。登録して活用してください。
特徴／事件などの情報をタイムリーに提供・発生場所付
近を地図情報でも配信、配信情報内容や受信時間を選択
可能、受信地域は警察署単位で最大97署（島部を除く）
まで選択可能
登録方法／QRコードを読み取るか、touroku
@info.keishicho.metro.tokyo.jpに空メールを

送信し、返信されたメールの操作案内に従って手続きしてく
ださい。

問い合わせ／地域活動課生活安全担当☎5742－6592問い合わせ／地域活動課生活安全担当☎5742－6592

／

QRコード

品川区セーフティアップ運動展開中品川区セーフティアップ運動展開中
安全で安心な暮らしを守りましょう安全で安心な暮らしを守りましょう
区と区内4警察署（品川・大井・大崎・荏原）は「品川区民の安全向上に関する協働宣言」を締結
し、区民の皆さんと一緒に次の4つの犯罪対策を中心とする品川区セーフティアップ運動に取り組
んでいます。被害にあわないよう、次の点に注意してください。
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26年度私立幼稚園等補助金の申請
は3月2日㈪までに
人26年度補助金の申請書を提出していな
い方　※所得制限あり。
※途中入園や転入の方を含む。
申3月2日㈪（必着）までに、保育課で配
布している申請書を同課保育教育計画係
（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階☎
5742－6597）へ郵送か持参
※申請書などは、区ホームページからダ
ウンロードもできます。
※27年4月に入園する方へは、入園後に
通園している私立幼稚園を通じて申請書
を配布する予定です。

おもちゃの病院が消費生活展に出張
します
日2月14日㈯
午前10時30分～午後2時30分受付
場きゅりあん（大井町駅前）
内こわれたおもちゃの修理
※修理に時間がかかる場合は預かります。
※消費者センターでの診察は休診です。
○消費生活電話相談は2月14日㈯はお休
みします。
問消費者センター☎5718－7181

高年齢者向け「合同就職面接会」
日2月19日㈭午後1時～3時30分
※受付は正午～午後3時。
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

国民健康保険料のお支払いは納期限
までにお願いします
納付書でのお支払いは、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。安全・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／毎月末（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
振替の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）

27年度食品衛生監視指導計画案の
公表、意見募集　　　　　　 　電子
日3月4日㈬まで
閲覧場所／生活衛生課（本庁舎7階）
※区ホームページからもご覧になれます。
●食品衛生監視指導計画案への意見を募
集します
申3月4日㈬（必着）までに、郵送かFAXで
住所、氏名、年齢、電話番号、意見を生活
衛生課食品衛生担当（〠140－8715品川区
役所☎5742－9139Fax5742－9104）へ

キッズクラブ

●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・6836

●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
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　ひとり親家庭「親子いちご狩り」

日3月15日㈰（京急長沢駅午前11時集合・午後1時30分解散）
場いちごはうす西脇（横須賀市津久井）
人ひとり親家庭の親子40人（抽選）　
￥小学生以上1,300円、2歳～未就学児950円　※3月1日㈰きゅりあん母子福祉室で集金。
持ち物／弁当、敷物　主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申2月23日㈪までに、電話で子育て支援課児童家庭相談係☎5742－6589へ

　児童センター・すまいるスクール合同卓球大会ふれあいリーグ2015

日3月26日㈭午前10時30分～午後4時　場総合体育館
内学年別・男女別の個人戦、交流試合、卓球教室
人小学生～高校生
申3月17日㈫までに、電話か直接平塚児童センター☎3786－2228、水神児童センター
☎3768－2027、東中延児童センター☎3785－0419へ

　中学生バスケットクリニック

全国実業団選手権大会出場「黒田電気ブリット・スピリッツ」によるバスケットクリニッ
クを行います。ミニゲームや模範試合も予定しています。
日2月28日㈯午後1時30分　場総合体育館
人中学生60人（先着）　
持ち物／運動できる服、タオル、飲み物、上履き
申2月19日㈭（消印有効）までに、はがきかFAX（1枚3人まで）に「中学生バスケッ
ト」とし、参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・学年・保護者氏名・電話番号・
FAX番号をスポーツ協会へ

　春の子ども環境学習講座～海博士になろう

海のはたらきや海と世界とのつながりについて、環境や生態の側面から学びます。
日内①3月15日㈰：砂の標本作り　②3月21日㈷：地球儀作り
③3月22日㈰：海流観察装置作り　※時間は午後2時～4時。
講師／①鴨川光②柴原みどり③佐藤宏（日本環境教育フォーラムインストラクター）
人小学生各25人（抽選）　※3年生以下は保護者同伴。
場申2月19日㈭（必着）までに、往復はがきに講座名、番号（第2希望まで可）、参加
者全員の住所・氏名・学年・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

お知らせ！

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 4/19㈰ ① 9:30～12:30

②13:30～16:30
荏原保健
センター 4/ 4㈯ 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3月10日㈫（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、番号（第3
希望まで）、出産予定日、2人の住所・氏
名・電話番号・Ｅメールアドレスをポピ
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⇒「子ども・教育」⇒「妊
娠・出産」⇒「妊娠中のサービス」⇒「二
人で子育て（両親学級）土日開催」から
も申し込めます。
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016

　母乳相談

母乳の飲ませ方や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3月5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2月12日㈭から、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2903へ

　むし歯撃退教室

日3月4日㈬午前10時～11時30分
場品川保健センター
内むし歯予防（話）、効果的な歯みがき・
フッ化物歯磨剤使用法（実技）
人1歳5カ月までの歯が8本生えたお子さ
ん25人（先着）
申2月13日㈮から、電話で品川保健セン
ター☎3474－2902へ

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）

2月11日㈷
2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）

2月11日㈷

　　　藤川医院 大　井 7 －29－ 2 ☎3771－1764

　　　シモジ歯科 北品川 2 － 8 － 6 ☎3471－2277

　　　和栗歯科医院 東中延 2 －10－18 ☎5751－3284

　　　スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816

　　　綱井接骨院 小　山 6 － 2 － 9 ☎3781－9330

2月15日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417

　　　小林歯科医院 北品川 2 －22－10 ☎3471－3326

　　　石川歯科 中　延 4 － 6 － 3 ☎5702－1198

　　　山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137

　　　須藤柔道整復院 中　延 5 － 8 －12 ☎3783－0526

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

2月14日㈯ 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
  昭和大学病院中央棟4階

※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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健康ガイド ●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

眼科の救急診療
日・月・水・
土曜日、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・
土曜日、祝日

昭和大学病院附属東病院
西中延2－14－19　☎3784－8383

木曜日
（祝日を含む）

荏原病院
大田区東雪谷4－5－10　☎5734－8000

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
※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。

国民年金保険料は前納がお得です

申し込みは2月27日㈮までです。詳し
くはお問い合わせください。
問品川年金事務所☎3494－7831
※2月1日号記載の電話番号に誤りが
ありました。お詫びして訂正します。

国民年金保険料は前納がお得です



電子＝区ホームページから電子申請可　　●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

2015年2月11日号 3

日曜サークル運営スタッフ募集
日曜サークルは軽度の知的障害のある方
の余暇活動を支援する生涯学習活動です。
活動内容・活動日／
・原則として月1回程度の日曜日に開催す
るサークル（年間14回）　・サークル運営
のための会議など（年間数回）
※謝礼あり。
人年間を通して活動でき、障害者の活動
支援に理解や関心のある18～65歳くらい
の方若干名（選考）
申2月27日㈮までに、電話で文化スポー
ツ振興課生涯学習係へ
説明・面談／3月1日㈰午前11時～午後0
時30分か3月5日㈭午後6時～8時のいず
れか、時間は30分程度。

都市計画案の縦覧・説明会
●縦覧　
都市計画案を縦覧します。
日2月23日㈪～3月9日㈪
内①特定防災街区整備地区の変更（中延
二丁目旧同潤会地区）【品川区決定】、②
中延二丁目旧同潤会地区防災街区整備事
業の決定【品川区決定】、③東品川四丁目
地区地区計画の変更【東京都決定】、④高
度地区の変更【品川区決定】、⑤防火地域
及び準防火地域の変更【品川区決定】
場問③東京都都市計画課（都庁第二本庁
舎21階☎5388－3225）
①②④⑤品川区都市計画課（本庁舎6階
☎5742－6760）※③の縦覧もできます。
○この案に意見のある方は、3月9日㈪（必
着）まで意見書を提出することができます。
●説明会　
③④⑤の都市計画案について、説明会を
開催します。
日2月19日㈭午後7時から
場参当日、東品川文化センター（東品川3
－32－10）へ
問品川区都市計画課☎5742－6760

就業センター～若年者向け就職相
談・面接会
企業の話を聞くだけの参加も可能です。
日2月18日㈬午後1時30分～4時
※受付は午後1時～3時30分。
内参加企業ＰＲ（午後1時30分～2時）
就職相談・面接会（午後2時～4時）
人35歳以下の方（新卒・既卒を含む）
参加企業／区内企業5社程度
場参当日、履歴書を持って中小企業セン
ター（西品川1－28－3）へ
※詳しくはハローワーク品川ホームペー
ジ www.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
就業センター☎5498－6353

介護者教室
●成幸在宅サービスセンター
日2月21日㈯午後2時～3時
内講座「27年度改正から見えるこれから
の介護保険」　
人30人（先着）
場申2月20日㈮までに、電話で同センター
（中延1－8－7☎3787－7492）へ
●西大井在宅サービスセンター
日2月26日㈭午後1時30分～3時
内講座「認知症  予防するには  あれこれ」
人30人（先着）
場申2月21日㈯までに、電話で同センター
（西大井2－4－4☎5743－6125）へ

求　人

児童センター
27年度非常勤職員募集
勤務場所／各児童センター
勤務内容／児童問題相談員
任用期間／1年間（4月1日～28年3月31日）

勤務日数・時間／週3日（月～土曜日）午前
9時30分～午後4時30分（休憩1時間含む）
報酬／月125,300円　※交通費支給（区
の規定あり）。　※社会保険などなし。
人18歳以上（高校生不可）で、児童福祉
の観点から児童問題の相談、助言にあた
れる知識・経験のある方若干名（選考）
※書類選考・面接あり。  
申2月27日㈮（消印有効）までに、履歴
書（写真貼付）を子育て支援課（〠140
－8715品川区役所第二庁舎7階☎5742
－6720）へ郵送か持参　 
※履歴書は返却しません。　
※書類選考の結果は3月9日㈪までに通知。

講座・講演

60代のバランス料理教室「これか
らの健康を維持する楽しい料理」
日3月6日㈮午前11時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内野菜たっぷり和風パエリア、春キャベ
ツの粒マスタードサラダ、かきたま汁、
デザート
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台
ふきん各1枚
人60歳代の方30人（先着）　￥800円
運営／品川栄養士会
申3月4日㈬までに、電話で健康課健康づ
くり係☎5742－6746へ

ＮＴＴ東日本関東病院
もしもし医学セミナー「腰痛」
5月31日に行ったセミナーの再講演のた
め、初めて参加する方を優先します。
日3月7日㈯午後2時～4時
内「腰痛のメカニズム」「予防」「治療」
人170人（先着）
場申平日の午後1時～3時に、電話で同病
院（東五反田5－9－22☎3448－6651）へ
問健康課庶務係☎5742－6744

『品川区史2014』特別講演会
「鉄道網が変えたまち  しながわ」電子

『品川区史2014』で都市化および鉄道網
の項目を執筆した講師が、区の歩みを鉄
道網の視点から語ります。
日3月15日㈰午後2時～3時30分
場品川歴史館（大井6－11－1）
講師／高嶋修一（青山学院大学准教授）　
人100人（抽選）
申2月27日㈮（消印有効）までに、はが
きかFAXで講演会名、住所、氏名、電話
番号を総務課区史編さん担当（〠140－
8715品川区役所☎5742－6625Fax3774
－6356）へ

消費生活教室「洗濯とクリーニング
の基礎知識」　　　　　　　　　電子
日2月25日㈬午後2時～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）　
人30人（先着）
申前日までに、電話で消費者センター☎
5718－7181へ

「家族介護カフェ講座」参加者募集
日3月7日㈯①午後1時～2時30分
②午後3時～4時30分
場蔵（西品川1－28－3中小企業センター1階）
内介護のプロによる個別相談など
人区内在住で、家族の介護をしている方
や関心のある方各25人程度（先着）
￥各250円（ソフトドリンク・お菓子付き）
申込書配布場所／高齢者福祉課（本庁舎
3階）、品川ケア協議会　※区ホームペー
ジからダウンロードもできます。
申2月27日㈮までに、電話か申込書を品
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☎
3471－4830Fax3472－6152）へ郵送か
FAX、持参
問高齢者福祉課介護保険担当
☎5742－6927

シニアクラブ
　4月から介護予防をはじめませんか 
毎日の生活の中で必要
な筋力をつけて転倒を
防いだり、動作が軽く
なるための体操をしま
す。参加して顔見知り
を増やしませんか。
日4～9月（全24回）
人区内在住で65歳以
上の方（抽選）
※原則介護認定を受けていない方。
￥①②③各4,800円（＊は2,400円）④9,600円
※③は昼食代別（1回600円）。  
申2月25日㈬までに、本人が電話で希望の会場へ
問高齢者いきがい課☎5742－6733

日4～9月　※祝日は除く。
Ａ教室＝9時30分～10時30分
Ｂ教室＝10時45分～11時45分
内健康体操
人60歳以上の方各20人程度（抽選）
￥各3,600円
申2月25日㈬までに、本人が直接希望の会場へ
問健康課健康づくり係☎5742－6746
〇医師に運動を禁じられている方はご遠慮ください。
曜日 会場 所在地

月

東品川シルバーセンター 東品川3－32－10
平塚シルバーセンター 平塚2－10－20
ゆたかシルバーセンター 豊町3－2－15
スクエア荏原＊1 荏原4－5－28

火

旗の台シルバーセンター 旗の台4－13－1
西大井いきいきセンター 西大井2－5－21
関ヶ原シルバーセンター 東大井6－11－11
後地シルバーセンター 小山2－9－19

水

荏原第二区民集会所 荏原6－17－12
ゆたかシルバーセンター 豊町3－2－15
東大井区民集会所 東大井2－16－12

こみゅにてぃぷらざ八潮＊2 八潮5－9－11
大崎第二区民集会所 大崎2－9－4
南品川シルバーセンター 南品川5－10－3

木

大井第三区民集会所 西大井4－1－8
八潮地域センター 八潮5－10－27

五反田シルバーセンター 東五反田2－15－6
荏原第三区民集会所 平塚1－13－18
荏原第五区民集会所 二葉1－1－2

金

西五反田シルバーセンター 西五反田3－9－10
北品川シルバーセンター 北品川1－29－12
南大井シルバーセンター 南大井3－7－13
小山シルバーセンター 小山5－17－18

＊1　健康課健康づくり係（本庁舎7階）へ申し込み。
＊2　15人程度。

①身近でトレーニング（2時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

荏原在宅サービスセンター
（荏原2－9－6☎5750－3708） 土 13:30 15人

中延在宅サービスセンター
（中延6－8－8☎3787－2137）

月 15:20 各
12人金 15:20

戸越台在宅サービスセンター
（戸越1－15－23☎5750－1052） 水 10:30 12人

西大井在宅サービスセンター
（西大井2－4－4☎5743－6125） 水 10:00 15人

大崎在宅サービスセンター
（大崎2－11－1☎3779－3547） 木 13:30 10人

東品川在宅サービスセンター
（東品川3－1－8☎5479－2946）

水 11:15 各
10人土 11:15

②マシンでトレーニング（2時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

西五反田在宅サービスセンター
（西五反田3－6－6）

申さくら会西五反田☎5434－7831
木

9:30 各
8人13:30

東品川在宅サービスセンター
（東品川3－1－8☎5479－2946） 月 11:15 10人

デイサービスセンタードゥライフ品川
（南品川5－3－10☎3450－8136） 火 13:00 6人

八潮在宅サービスセンター
（八潮5－10－27☎3790－0344） 水 15:00 10人

南大井在宅サービスセンター
（南大井5－19－1☎5753－3900） 木 15:30 12人

③予防ミニデイ（4時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

西大井在宅サービスセンター
（西大井2－4－4☎5743－6125）

第2・4
日＊ 10:00 15人

デイサービスセンター八潮陽だまり
（八潮5－2－2☎3799－3077）

第1・3
土＊ 10:30 15人

西五反田在宅サービスセンター
（西五反田3－6－6）

申さくら会西五反田☎5434－7831
土 10:00 15人

南大井在宅サービスセンター
（南大井5－19－1☎5753－3900） 日 10:00 50人

④水中トレーニング（2時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

南大井在宅サービスセンター
（南大井5－19－1☎5753－3900）

水
9:00

各
4人10:00

土 10:00

「健康塾」ではつらつ笑顔

＊全12回
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町会・自治会に期待すること 上位5項目

調査の概要
実施期間 26年6月28日～7月13日
対象者数 1,500人
回収数 1,071人（回収率71.4％）
調査方法 個別面接聴取法

第21回世論調査の概要をお知らせします第21回世論調査の概要をお知らせします
　区では、区政運営の基礎資料とするため、2年に
1度世論調査を実施しています。
　本年度は、毎回の調査項目である「定住性」「重
点施策」などに加え、「オリンピック・パラリンピック」
「シティプロモーション」「地域活動への参加」など

の項目についても調査しました。
　詳しい調査の結果は、区ホームページや区政資
料コーナー（第三庁舎3階）、図書館で閲覧できます。
また、区政資料コーナーと地域センターでは要約
版を配布しています。

品川区

東京都

これからも引き続き品川区に「ずっと住みたい」（53.5％）と「当分は住みたい」
（37.4％）を合わせると90.9％で、定住意向は高くなっています。
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区　部
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51.1
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32.4

37.9

28.1

37.3

25.4

27.8

24.9

2.3
6.3
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77.3 13.1 9.6

79.2 10.9 9.9

※表示単位未満を四捨五入しているため合計が100％にならない。
※東京都と区部は「都民生活に関する世論調査」（25年）（東京都生活文化局）
の、地域定住意向の調査結果。

（参考）

交通の便が良いから

土地になじみや愛着があるから

買い物に便利だから

周囲の環境が良いから

仕事（商売）に都合が良いから

79.9

53.7

50.5

35.1

29.8

問い合わせ／／広報広聴課　☎5742－6613

9割を超える人が
「品川区に住み続けたい」と回答

「防災用品を備蓄している」が
6割を超える

「経済効果・景気回復」への期待が
5割を超える

「防災防犯の活動」への期待が5割近く

定住性

防災

オリンピック
パラリンピック

地域活動
への参加

定住意向

防災に関して既に行っていること

東京オリンピック・パラリンピックに期待すること

町会・自治会の加入状況

2020年に向けて必要なこと

上位5項目

上位5項目

定住意向理由 上位5項目

80.6

65.8

54.0

47.2

53.9

30.6

40.2

29.9

32.4

28.9

2014年
2012年

夢・感動・日本人としての
一体感など精神的な充実感

区内外国人観光客の誘致（英語少し
通じます商店街プロジェクトなど）

日本の良さの再認識

品川の魅力発信

子どもたちがオリンピック・パラ
リンピックを間近で経験する機会

子どもたちに向けた取り組み（英語力向上、
トップレベル競技観戦ツアー、競技体験など）

まち（道路・施設など）の整備

ボランティアの育成

経済効果・景気回復

区内のまちの整備

上位5項目

勤め先（パートなどを含む）や学校
の防災訓練に参加したことがある

消火器による消火訓練を
したことがある

指定されている避難所
（学校など）を確認している

広域避難場所を確認している

防災用品を備蓄している

無回答　0.4％

わからない　13.6％

加入したことがない
28.4％

加入していたことがある
2.4％

加入している　55.2％

0 10 20 30 40 50
(%)

46.8

43.4

36.4

33.6

17.1

子育てしやすい環境づくり
への取り組み

特になし

高齢者・障害者を見守り、
支え合う活動

祭りなど親睦を深める行事や
事業の実施

防災防犯の活動
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「保険料が高くても、介護サービスが
充実しているほうが良い」が4割半ば

「ごみ・資源の分別、ペットボトルなどを
リサイクルに出す」が7割近く

効果的な取り組みは「新聞、雑誌などで
品川区が紹介されること」が4割を越える

健康のために「定期的に健康診断を受け
ている」人が6割近く

区に関する情報の入手先は
「広報しながわ」が6割を超える

介護保険

環境

シティプロ
モーション

健康

広報と
情報化

介護保険料についての意見

環境を守るために日常生活で心がけていること

品川区の将来像

健康のために日ごろから行っていること

区に関する情報の入手先

保険料が高くても、介護
サービスが充実している
ほうが良い
45.1％

介護サービスを多少おさえても、
保険料が安いほうが良い
25.5％

わからない
28.5％

無回答
0.9％

上位5項目

上位5項目上位5項目
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58.6

63.0

48.1

21.3

46.3

19.8

45.8

12.9

38.4

11.7

睡眠時間を十分取るように
心がけている

しながわガイド（便利帳）や区勢概要
などの区発行の冊子・パンフレット

たばこは吸わないようにしている・
たばこはやめた

新聞・雑誌

近いところはバスやタクシーに
乗らずに歩くようにしている

品川区ホームページ

規則正しく食事を
とるようにしている

町会回覧板での「○月の品川区
からのお知らせです」（ちらし）

定期的に健康診断を
受けている

区のお知らせ　広報しながわ

51.2

62.4

49.7

25.0

45.1

21.4

42.5

20.8

35.4

10.3

区の施策で特に力を入れてほしいものは
「防災対策」がトップ重点施策

0 20 40 60 80
(%)

67.8

66.1

63.0

53.5

49.0

買い物をする時は、買い物袋などを
持って行ったり、過剰包装は断る

家電製品などを買う時は、省エ
ネルギータイプのものを選ぶ

詰め替え用の洗剤やシャンプー
などを積極的に使用する

節電、節水を心がけている

ごみ・資源の分別を徹底し、古紙・紙パック・缶・
びん・ペットボトルなどをリサイクルに出す
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42.9

41.3

37.3

40.4

31.1

34.9

24.6

34.6

18.5

27.5

テレビや映画などのロケの誘致

職と住のバランスがとれた
生活しやすいまち

品川区にゆかりのある著名人
にＰＲを協力してもらう

便利に生活できるまち

品川区の魅力を伝える情報誌や
マップの作成

高齢者や障害者が
安心して生活できるまち

区内の企業、商店街、大学・高校
などと連携したイベントやPR活動

災害や生活安全に配慮した、
安心して生活できるまち

新聞、雑誌、テレビ、インターネッ
トなどで品川区が紹介されること

水と緑の豊かで、
美しい景観のまち

上位5項目

効果的な取り組み 上位5項目

今後特に力を入れてほしい施策 上位10項目
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シティプロモーションは品川区の魅力を発信し、地域イメージの向上を図るため
に26年4月から取り組んでいる事業です。
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マンション管理セミナー「マンショ
ンの大規模修繕と耐震改修」　　電子
日3月14日㈯午後1時30分～3時30分
場講堂（第三庁舎6階）　
講師／澤田博一（建物診断センター代表
取締役）
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）
※定員を超える場合は区内在住の方優先。
申電話かはがき、FAXに「マンション管
理セミナー希望」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

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コミュニケーション力を高めよう！～
ヴォイストレーニング＆話し方
日2月25日～3月25日の水曜日
午後6時30分～8時（全3回）

人16人（先着）　
￥6,000円
※全5回のうち3回目からの途中入会。
②篠笛づくり
日2月21日～3月28日の土曜日
午後6時～8時（全3回）
人16人（先着）　
￥5,400円（教材費別）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
③はじめてのミシンワーク～ミシンで
ソーイング
日2月16日～3月16日の月曜日
午前10時～午後0時30分（全3回）
人10人（先着）　
￥6,600円（教材費込）
※全5回のうち3回目からの途中入会。
④やさしい透明水彩画
日2月19日～3月19日の木曜日
午前10時～正午（全3回）
人15人（先着）　
￥5,675円（モチーフ代込）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
―――――――　共　通　―――――――
場申電話で、メイプルセンター（西大井駅
前☎3774－5050）へ

催　し

早春の文化財めぐり
荏原北西部の文化財を訪ねる
日3月8日㈰午前9時30分～午後0時30分
※小雨決行。
行程／武蔵小山駅～朗惺寺～朝日地蔵堂～
京極稲荷神社～孟宗筍栽培記念碑～長応寺～
専修寺～浄土寺墓地～旧中原街道供養塔⑴～
旧中原街道供養塔⑵～品川用水・平塚橋の碑
～平塚の碑　※約5km。
人100人（抽選）　￥50円（保険料）
申2月20日㈮（消印有効）までに、往復
はがきに「文化財めぐり」とし、希望者
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

品川清掃工場見学会
日2月28日㈯午前10時～11時30分
※現地集合・解散。
内ビデオなどによる説明と施設見学
人50人（先着）
場申2月26日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

品川＆早川ふるさと交流
ワイルドライフツアー
哺乳類研究者と一緒に野生動物を探して
みませんか。　
日3月21日㈷～22日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の中学生以上の方15人
（先着）
￥11,250円、学生9,250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224回日曜コンサート
日2月15日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／シャミナード作曲「コンチェル
ティーノ」　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

　●講座・講演

●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・6836

●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
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　温泉ハイキング「弘法山＆鶴巻温泉」

弘法大師ゆかりの山を歩いた後は、疲れた体を癒す温
泉を楽しみませんか。
日3月8日㈰午前8時30分～午後3時　
※新宿駅集合・現地解散。
場秦野・弘法山、鶴巻温泉（弘法の里湯）
人10km程度歩ける健康な方30人（抽選）
￥2,000円、小学生1,000円（復路交通費別）
主催／品川区キャンプ協会
申2月18日㈬（必着）までに、はがきかFAXに「温泉
ハイキング」とし、参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号をスポーツ協会へ

　第21回マスターズ9人制バレーボール大会
日3月8日㈰午前9時から　
場総合体育館
試合方法／ブロック別トーナメント戦　※敗者戦あり。
人男子の部＝45歳以上、女子の部＝50歳以上
￥1チーム6,000円（保険料込）
申2月25日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※主将会議は、3月4日㈬午後7時から総合体育館。

　第65回後期団体リーグ戦卓球大会
日女子＝3月14日㈯、男子＝3月15日㈰　
※午前9時15分試合開始。
場総合体育館
種目／女子・男子団体＝1～6部　※1チーム4人以上。
※女子・男女混成チームは、男子団体戦に出場可。
試合方法／2ダブルス・3シングルス、ランク別団体リー
グ戦
￥1チーム4,800円、連盟登録チーム4,000円、区内
中学・高校卓球部チーム2,000円
主催／品川区卓球連盟
申3月3日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　バドミントン教室
日3月8日㈰午前10時～午後5時
内初級～上級者のクラス別指導
講師／後藤愛（NTT東日本バドミントン部元選手）
￥1,000円、小・中学生500円（保険料込）　
※小学生は、保護者同伴。　
主催／品川区バドミントン協会
場参当日、ラケット・上履き・費用を持って戸越体育
館へ

　3月志賀高原スキー教室
日3月20日㈮午後10時～22日㈰午後9時頃（大井町駅
前集合・解散、往復バス、車中1泊、ホテル1泊）
宿泊／ビワ池ホテル　
人高校生以上の方40人（先着）
￥23,000円（2朝食1夕食付き）
申3月10日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　スポーツ講習会～初めてのジョギング
日3月23日㈪午後6時30分～8時　場総合体育館
内ジョギングの基本を学ぶ
講師／平岡亮一（日本体操研究所健康運動指導士）
人18歳以上の方30人（抽選）
￥530円（保険料込）
申2月27日㈮（消印有効）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名、年齢、性別、電話番号をスポーツ協会へ

レッツ スポーツ

教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 参加費 定員
（抽選） 会場

休日夜間 Ｐ1 55～70歳 日 17:30～18:30 各
20

各
15,000

10
日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）Ｐ2 18～65歳 18:30～19:30 20

一般夜間

Ｑ

18～65歳

木

19:30～21:00

20 15,000 10

ＳＱ 水 21 15,750 各
20

品川学園温水プール
（北品川3－9－30）

ＹＱ 火 22 16,500 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

遊水歩行＊1 Ｗ 40歳～ 月（第3除く） 11:30～13:00 10 7,500 10

日野学園温水プール

女性

ＥＭ 16＊2～65歳 金
9:30～11:00

11 8,250 20
Ｌ 火 15 11,250

各
10

Ｎ1 16＊2～70歳 木 各
14

各
10,500Ｎ2 50～70歳 11:30～13:00

ＨＫ 16＊2～65歳 水 9:30～11:00 12 9,000 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

パワフルアクア ＴＱ 18～65歳 火 19:30～21:00 20 15,000

戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23）

エンジョイ＊1 ＴＵ 16＊2～70歳女性 水 9:30～11:00 15 11,250 各
20スイスイスイム ＴＫ 40～70歳 水 11:30～13:00 15 11,250

シニア健康＊1 ＴＷ 60歳～ 水 13:30～15:00 21 15,750 10
みんな元気 ＴＭ 60～75歳 金 13:30～15:00 21 15,750 各

20水中運動健康 ＴＹ 16歳＊2～ 木 13:30～15:00 17 12,750
高齢者＊1 ＴＳ 50～70歳 火 11:30～13:00 15 11,250 各

10みんなの水泳 ＴＰ 16＊2～65歳 第1・3・5土 9:30～11:00 13 9,750

　水泳教室
日4～10月　※ＥＭは6月まで。　￥参加費のほか年間登録費2,000円（保険料込）　主催／品川区水泳連盟
申2月20日㈮（必着）までに、往復はがきに教室名、コース、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、泳力（クロー
ルで何ｍ）をスポーツ協会へ　※学校在籍者以外の方には後日、健康診断などの結果票を確認させていただきます。

　第45回品川区水泳記録会
日3月22日㈰午前10時から　
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
￥1種目400円（1人3種目まで）　
主催／品川区水泳連盟
申3月4日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ　
※参加者全員に記録証を授与。　
※大会記録に挑戦するチャレンジレースがあります
（当日受付）。

（単位：ｍ）

種目対象 自由形 平泳ぎ 背泳ぎ バタ
フライ

個人
メドレー

小学1・2年生 25 25 25 25 100
小学3・4年生 25・50 25 25 25 100
小学5・6年生 25・50・100 50 50 50 100
中学生 50・100 100 100 100 100
高校生 50・100 100 100 100 100
一般 25・50 25 25 25 100
無差別 400 ― ― ― 200

スポーツ協会は2月16日㈪は休館日です

八潮健康 ＹＷ 50歳～ 金 11:30～13:00 12 9,000 20 八潮学園温水プール　
ゆうゆう健康 ＨＵ 50歳～ 木 13:00～15:00 13 9,750

各
10 豊葉の杜学園温水プールアクアジョイ＊1 ＨＱ 16＊2～65歳 金 19:30～21:00 24 18,000

アクアマスターズ ＨＸ 16＊2～65歳 水 19:30～21:00 20 15,000
＊1  水中運動含む　＊2  年齢は28年3月現在
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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（1月28日現在）258,489,336円
1月28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

ボランティア募集

品川区地域貢献ポイント事業

さわやかサービス協力会員募集

●高齢者の話し相手
入居している方の話し相手をします。
日日～土曜日（日にちは応相談）
9:00～16:00のうち1時間程度
場ケアホーム西五反田（西五反田3）
●会場セッティングと移動介助
高齢者施設で家族会の会場設営と
高齢者の車いす介助・歩行の介助
をします。
日月1回（日曜日）13:00～15:30
場晴楓ホーム（東品川3）
●患者図書室運営
病院内の図書室で図書整理や貸し
出し（簡単なパソコン入力あり）
などをします。
日週1回　火曜日14:00 ～16:30、
水・金曜日10:30～13:00
※抗体検査が必要な場合があります。
場昭和大学病院（旗の台1）

●手芸（編み物）講師
高齢者施設で編み物を教えます。
日月～土曜日（日にちは応相談）
13:30～14:30
場デイサービスセンター大森
（南大井6）
●車いす清掃ボランティア
高齢者施設で車いすの清掃をしま
す。
日月1・2回（日にちは応相談）
10:00～11:00か14:00～16:00
場かえで荘（八潮5）
●見守りと話し相手
高齢者施設で見守りと話し相手を
します。
日週1回（火～土曜日）
9:30～11:00か15:00～16:00
場たゆらか倶楽部（中延2）

■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

ポ

ポ

ポ

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

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☎5718－7173
 shinashakyo.jp/sawayaka/

品川ボランティアセンター☎5718－7172
 shinashakyo.jp/volunteer/

※ 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ポイント上限）。ためたポイントは区内共通商品券へ
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」（ピンク色）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・サロンの活動も含まれます）

☆紺色のはつらつカードをお持ちの方はポイン
トを交換してください。
○昨年12月までの活動でためたポイントを交換
しています。必ず期限までに交換してください。
※50ポイントたまっていなくても交換できます。
交換期間／／2月28日㈯まで
午前9時～午後5時　※日曜日、祝日を除く。
交換方法／紺色の「はつらつカード」と印鑑を持っ
て品川ボランティアセンター（大井1－14－1）へ

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2月21日㈯午前10時～11時30分
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

ポ

※詳しくはお問い
　合わせください。

〇税務署に所得税の確定（還付）申告をする方　
〇給与所得のみで、勤務先から品川区へ給与支払報告書の提出がある方
〇区内の申告納税者の控除対象配偶者や被扶養者で収入がなかった方
【年金所得者の申告不要制度】
公的年金などの収入の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合は、確定申
告をする必要はありません（所得税の還付がある場合は、税務署へ確定申告をしてください）。ただ
し、公的年金などの源泉徴収票に記載された控除以外に控除を受ける場合と20万円以下の他の所得
がある場合は、住民税の申告が必要です。

27年度（26年分）特別区民税・都民税（住民税）の申告受付が始まります27年度（26年分）特別区民税・都民税（住民税）の申告受付が始まります
受付期間／2月16日㈪～3月16日㈪　
　　　　　※この期間は日曜日も受け付けます。
受付時間／午前8時30分～午後5時　
　　　　　※火曜日は午後7時まで。
受付場所／月～金曜日：141会議室（本庁舎4階）　
　　　　　※火曜日の午後5時～7時は税務課窓口（本庁舎4階）。

日曜日：税務課窓口（本庁舎4階）

「平成27年度　特別区民税・都民税申告書」は、2月3日㈫
に発送しました。
※前年の実績を基に発送しています。届いていない方で必
要な方はご連絡ください。

問税務課課税担当☎5742－6663～6　

27年1月1日現在、品川区にお住まいの方は品川区に申告書の提出が必要となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、住民税の申告は不要です。

税税のたより
問品川税務署☎3443－4171　荏原税務署☎3783－5371
　国税庁ホームページ www.nta.go.jp/

●26年分申告書の提出・納付期限
所得税及び復興特別所得税・贈与税…3月16日㈪
個人事業者の消費税・地方消費税…3月31日㈫
●パソコンを使って申告書の作成ができます
確定申告書は、ご自宅のパソコンを使って国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」から作成することができ、e－Taxによりインターネッ
トで送信するか印刷して郵送などで提出することもできます。
●税務署に来署して申告書を作成される方へ
税務署の「申告書作成会場」の利用時間は午前8時30分から午後5時までで
す。職員などによる申告書作成に関するアドバイスは午前9時15分からと
なります。

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。
家事仕事を就業希望の
会員さん緊急募集！
区内のご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。

●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：家事仕事、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
問シルバー人材センター本部☎3450－0711

シルバー人材センター会員募集シルバー人材センター会員募集

 事業者・起業者向け相談案内 ※祝日を除きます

相談内容 曜日 時間 場所・予約先
企 業 法 務 相 談 第1・3㈭ 10:00～12:00 ものづくり・経営支援課

（中小企業センター2階）
☎5498－6333

特 許 相 談 第2・4㈮ 10:00～12:00

海 外 ビ ジ ネ ス 相 談 第1～4㈬ 9:00～17:00

経 営 相 談 ㈪～㈮ 9:00～16:00 ものづくり・経営支援課☎5498－6334

ビジネスよろず相談
第1・3㈮ 16:00～19:00 ビジネス支援図書館（大崎図書館2階）

ものづくり・経営支援課
☎5498－6333第2・4㈫ 10:00～13:00

社会保険労務士相談 第3㈬ 18:00～21:00 武蔵小山創業支援センター
☎5749－4540行政書士による法務相談 最終㈭ 14:00～17:00 誰でも耳にしたことのあるクラシックの名曲などをお届けします。

日5月15日㈮午後7時開演（午後6時30分開場）　　　　　
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
出演／齋藤真知亜、森田昌弘、中村洋乃理、村井将
曲目／モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク、ドヴォルザーク：弦楽
四重奏曲第12番「アメリカ」、クライスラー：愛の喜び　他
￥3,000円（全席指定）
発売開始／2月20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＝ www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。
※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。
※託児はありません。
問チケットセンターＣＵＲＩＡ（キュリア）☎5479－4140

N響メンバーによる弦楽四重奏

今宵はとことんCLASSIC!



● いま、品川区では。
●  品川区子ども・子育て計画

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　2月21日号

　

平成27年（2015）
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11月30日㈰、しながわ区民公園で被災地応援のファミ
リーイベントが青少年地域貢献ボランティアしながわ
役立ち隊の運営で実施され、30組の親子が参加。当日
は、岩手県宮古市の写真パネル展示などが行われました。

被災地応援ファミリー被災地応援ファミリー
イベントを開催イベントを開催

12月2日㈫、きゅりあんで「人権週間  講演と映画のつ
どい」を開催。元日本テレビアナウンサー藪本雅子さ
んによる講演と、詩人柴田トヨさんの人生を描いた映
画「くじけないで」を上映しました。

人権週間　人権週間　
講演と映画のつどい講演と映画のつどい

11月29日㈯、戸越公園周辺で「スポーツごみ拾い児童
センター大会」が行われ、25チーム101人の選手たち
が集結。60分間でどれだけのごみを集められるかを競
うもので、総重量35キログラムのごみが集まりました。

児童センター・スポー児童センター・スポー
ツツGG

ご みご み

OMIOMI拾い大会拾い大会

1月12日㈷、きゅりあんで成人式記念式典を開催。新
成人2,552人のうち約1,320人が参加しました。実行委
員の企画は好評で、小中学校時代の恩師を囲むコーナー
では思い出話に花を咲かせていました。 

成人式記念式典成人式記念式典
20年分のありがとう20年分のありがとう

12月11日㈭～13日㈯、東京ビッグサイト（江東区）で環
境の展示会「エコプロダクツ2014」が開催。東京62市
区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」
ブースの一角に、パネル展示などで区も参加しました。

エコプロダクツ2014エコプロダクツ2014

12月3日㈬、第一ホテル東京シーフォート（東品川2）
で「在宅介護者のつどい」（品川・大井・八潮地区）を
開催。介護体験談のほかミニコンサート、心身リフレッ
シュのための講義・体操が行われました。

在宅介護者のつどい在宅介護者のつどい
（品川・大井・八潮地区）（品川・大井・八潮地区）

12月9日㈫、スクエア荏原で「『夢を跳ぶ』～パラリン
ピックアスリートの挑戦～」をテーマに「佐藤真海ス
ペシャルトークショー」を開催。佐藤さんはスポーツ
の力、生きることのすばらしさについて語りました。

パラリンピアンパラリンピアン
佐藤真海トークショー佐藤真海トークショー

12月1日㈪、中延小学校で5年生を対象に、学童集団疎
開の「体験談を聞く授業」を実施。語り部の石田智江
さんの話を聞いた児童は「戦争は、子どもにまで苦し
かったことが分かりました。」と感想を述べました。

中延小学校　学童集中延小学校　学童集
団疎開の体験談授業団疎開の体験談授業

親子で防災訓練

11月30日㈰、品海公園周辺で北品川一
丁目町会と北品川本通り商店会が「親
子で防災訓練」を初共催しました。当
日は商店会の「ちびっこ祭り」も同時
開催し、約200人が参加しました。

ふれあい作業所西大井落成

11月29日㈯、ふれあい作業所西大井の
落成式が開催。区内在住の18歳以上の
知的障害者が公園清掃、自主製品製作、
生活訓練をとおして社会参加をするこ
とを目的とした通所作業所です。

滞納STOP強化月間キャンペーン

12月12日㈮、大井町駅前で「オール東
京滞納STOP強化月間」キャンペーン
を実施。ちらしやポケットティッシュ、
花の種など計1,000セットのPRグッズ
を駅の乗降客などに配布しました。

品川蕪（か
ぶ）品評会

12月21日㈰、品川神社（北品川3）で江
戸野菜「品川カブ」の品評会が行われま
した。3回目となった今回は、カブを栽
培した小学校など23の団体・個人が参
加し、境内は大勢の人でにぎわいました。

しながわ
写真ニュース

区ホームページでも、
品川区内の最近の出
来事をお知らせして
います。

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。


