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4月26日㈰は品川区議会議員選挙の投票日です
投票時間 午前7時～午後8時
■期日前投票
選挙人名簿に登録があり、投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭な
どで、投票所へ行くことができないと見込まれる方は、事前に期日前投票が
できます。投票の際には、ご自分の入場整理券をお持ちください。期日前投
票は、どの期日前投票所でも投票できます。

平日、区役所に来庁するのがむずかしい方のため、日曜日
に区役所で戸籍・住民票などの届け出の受け付けや証明書
発行などを行っています。
問い合わせ／☎3777－1111（代表）

●本庁舎3階正面・議会棟3階・第二庁舎3階出入り口よ
りお入りください。

●祝日と重なる日も開庁します。
●年末年始の日曜日は閉庁します。

●取り扱うことのできる業務は限ら
れています。
●他区市町村などへの確認が必要
なものは、すぐに取り扱いできない
場合があります。

●手続きの際には、運転免許証、パスポート、住民
基本台帳カードなど本人確認ができるものをお持ち
ください。
●戸籍の届書は、窓口開設時間帯以外でも2階「夜間
休日受付」（年中無休24時間）でお預かりします。
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業務内容 担当課
出生・死亡・婚姻・離婚・転籍などの届書の受領＊1、埋火葬許可証の交付など 戸籍住民課戸籍届出係
戸籍・除籍全部（個人）事項証明書、改製原戸籍謄（抄）本、戸籍の附票、身
分証明書の交付など 戸籍住民課戸籍証明係

転入・転出などの異動届、印鑑登録申請、住民基本台帳カードの申請（受付の
み）、住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書の交付＊2、特別
永住者証明書の交付を伴う届け出・申請など

戸籍住民課住民票係

国民健康保険資格取得・喪失・変更申請、国民健康保険証の交付＊3 国保医療年金課資格係
国民健康保険料の納付・口座振替の手続き 国保医療年金課収納係
後期高齢者医療保険料の納付・口座振替の手続き 国保医療年金課高齢者医療係
介護保険料の納付・口座振替の手続き 高齢者福祉課介護保険料係
妊娠中の転入に伴う妊婦健康診査受診票の交換などの手続き＊4 健康課保健衛生係
児童手当の申請 子ども家庭支援課児童手当係
子ども医療費助成の申請 子ども家庭支援課医療助成係
就学指定通知書の交付（転入・転居時の通学区域指定校のみ） 学務課学事係
特別区民税・都民税の納課税証明書の交付＊5、軽自動車税の納税証明書の交付 税務課税務係
特別区民税・都民税の納付・口座振替の手続き、軽自動車税の納付 税務課収納管理係
＊1 原則として受理証明書などの即日発行、変更後の氏名での転出入届などの手続きはできません。
＊2 広域交付住民票の交付、電子証明書の申請は取り扱いできません。
＊3  保険証は原則として郵送交付ですが、希望により、本人確認のうえで交付します。保険証の記載内容変更

の場合は、保険証をご持参ください。
＊4 母子健康手帳をご持参ください。
＊5 特別区民税・都民税の申告が無い場合は交付できません。

出生・死亡・婚姻・離婚などの届書の受領
埋火葬許可証の交付
緊急を要するものの処理と連絡

●戸籍・住民票の届け出、証明書の発行　
●国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の届け出、国民健康保険料の納付
●介護保険料の納付
●特別区民税・都民税の納税・課税・非課税証明書の発行　
●特別区民税・都民税・軽自動車税の納付や納付相談　など

夜間休日受付火曜日は夜間延長窓口を行っています
月～金曜日・開庁している日曜日は午前0時～8時30分、午後5時～午前0時
土曜日・開庁していない日曜日・祝日は終日火曜日午後5時～7時

夜間休日受付（第二庁舎2階　宿直警備室）
☎3777－1111（代表）

区役所が通常業務を行っていない夜間や休日であっても、次の業務を取り扱っています。

※祝日と年末年始を除きます。

※他区市町村に確認が必要なものについてはすぐに取り扱いできない場合があります。
※手続きの際には、本人確認ができるものをお持ちください。

日曜日午前8時30分～午後5時日時

区役所本庁舎3階フロア場所

日時日時

場所

取扱
業務

取扱
業務

日曜開庁 を
ご利用ください

区役所の一部は日曜日も開庁しています

取扱
業務

期日前投票所と期日前投票ができる期間
期日前投票所 期間 時間
261会議室

（区役所第二庁舎6階）
4月20日㈪～25日㈯
※土曜日も受け付け
ます

午前8時30分～
午後8時

地域センター（13カ所）＊  
＊  地域センターでは、平日午後5時以降と土曜日は期日前投票の受け付けのみ行
います。住民票の写しの発行など通常業務は行いませんのでご注意ください。

4月11日に人権・同和問題
特集号も発行しています

問い合わせ／選挙管理委員会事務局☎5742－6845
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※詳しくは www.tokyo23city.or.jp/
をご覧ください。
問同事務局人事企画課☎5210－9857
品川区指導課☎5742－6831

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着工前である
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、工事着手届と必要書類を都
市計画課住宅運営担当（本庁舎6階☎
5742－6777）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。
※区内の施工業者をお探しの方には、住
宅センター協議会を通じて、施工業者を
紹介することができます。詳しくは都市
計画課までお問い合わせください。

「品川区子ども読書活動推進計画」
を改訂しました
平成17年の策定から10年が経過したた
め、この10年間の活動実績を盛り込むと
ともに近年の読書環境の変化も視野に入
れ、改訂しました。計画の期間は、27年
度から31年度までの5年間です。
※計画は区立図書館ホームページ lib.
city.shinagawa.tokyo.jp/でご覧いただけ
ます。
問品川図書館事業担当☎3471－4667

27年度の就学援助の申請を受け付
けます
　公立小・中学校へお子さんを通学させ
ている保護者の方に、学用品費や給食費
などを援助しています。援助を受けるに
は、区内在住で所得が限度額を超えない
など一定の要件があります。援助費は申
請した月から28年3月まで支給します。
　詳しくは、4月初めに学校から配布する
「就学援助のお知らせ」と「申請書」を
確認のうえ、提出してください。
※26年度に認定されていた方もあらため
て申請してください。
※品川区外の公立学校に通学している方
はお問い合わせください。
申4月30日㈭（消印有効）までに、申請
書を学務課学事係（〠140－8715品川区
役所第二庁舎7階☎5742－6828）へ郵
送か持参

83（ハチサン）運動にご協力を
4月は、新1年生を迎える時期です。買い
物や散歩、花の水やりなどの際に、子ど
もたちの様子を気に掛け、日常生活の中
で子どもたちを見守る「83運動」に、引
き続きご理解とご協力をお願いします。
問庶務課庶務係☎5742－6823

駐車場事業運営スペースを貸し付け
ます
所在地／広町二丁目（大井町駅前周辺再
開発事業用地内）
面積／1,094㎡
選定方法／一般競争入札
申4月15日㈬～5月11日㈪に、経理課（本
庁舎6階）で配布する参加要領を確認の
うえ、参加申込書を同課管財係へ持参
※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。
問経理課管財係☎5742－6640

特別区立幼稚園教員採用候補者の募
集
職種／教員（幼稚園）
勤務地／特別区の区立幼稚園（大田区を除く）
人幼稚園教諭普通免許状を有し（28年4
月1日までに取得見込みも可）、昭和56年
4月2日以降に出生した者
第一次選考（筆記試験）／7月5日㈰
申込書配布場所／特別区人事・厚生事務
組合教育委員会事務局、品川区指導課（第
二庁舎7階）
申5月1日㈮（消印有効）までに、申込書
を同事務局人事企画課採用選考担当（〠
102－0072千代田区飯田橋3－5－1東京
区政会館17階）へ郵送か、5月7日㈭・8
日㈮に持参
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シニアクラブ
　シニアのための男の手料理教室
一人分ずつ作る簡単な手料理で低栄養状態の予防や、仲間づくりをして
いきいきしませんか。
①品川介護福祉専門学校（西品川1－28－3）
日5月20日～7月22日の水曜日午前10時～正午（全10回）
②品川保健センター（北品川3－11－22）
日5月22日～7月24日の金曜日午前10時～正午（全10回）
――――――――――――――　共　通　――――――――――――――
内買物の仕方、調理実習、栄養の話、食事会
人次の全てにあてはまる方①20人②16人（抽選）
・区内在住で、おおむね65歳以上　・今まで料理経験があまりない
・一人暮らしか、自分で食事を作る必要がある　※女性も可。
￥各10,000円（材料費込）
申4月21日㈫までに、本人が電話で高齢者地域支援課介護予防推進係☎
5742－6733へ

キッズクラブ
　環境学習講座　間伐材を使って楽しい工作をしよう

のこぎりを使って作った積み木などを使ってゲームを競います。
日5月17日㈰午後2時～4時　
講師／佐々木重孝（樹楽製作所代表取締役社長）　
人小学1～3年生と保護者18組（抽選）
￥200円　持ち物／積み木を持ち帰る大きめの袋
申4月22日㈬（必着）までに、往復はがきかFAXで講座名、参加者の住所・氏名・年
齢・電話番号かFAX番号を環境情報活動センター（〠140－8715品川区役所第三庁
舎3階☎・Fax5742－6533）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

　第1期親子体操教室

日5月14日～7月2日の木曜日（各全8回）
コース 対象 時間
パンダ 平成22年4月2日～24年4月1日生まれ 午前 9時15分～10時15分
コアラ 平成24年4月2日～25年4月1日生まれ 午前10時30分～11時30分

内マット､ トランポリン、ボール､ リトミック　他
人各50組（抽選）　￥各3,680円（保険料込）
場申4月20日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、コース、住所、電話番号、親
子の氏名（ふりがな）、お子さんの生年月日・性別を戸越体育館へ

副区長が決まりました
　去る3月27日の第1回区議会定例会本会議で
選任同意され、4月1日付けで中

な か が わ ら

川原史
ち か え

恵氏が
副区長に任命されました。

副区長
中川原史恵 氏 
昭和61年品川区入区、
平成13年保健高齢事業
部介護保険担当課長、
平成19年企画部統括課
長、平成22年参事（企
画部広報広聴課長事務
取扱）、平成23年地域
振興事業部長

対象となる方の主な活動拠点となる施設や学校（在学・卒業）などに掲げる横断幕や懸垂幕
を作製し、区ホームページなどでお知らせします。
対象／区内に在住・在勤・在学しており、主たる活動の拠点が区内にある個人や団体で次にあてはまる方
中学生以下＝官公庁かこれに準じる団体などが主催する「都内規模の大会で優勝」した場合

高校生以上＝官公庁かこれに準じる団体などが主催する「全国的
な規模の大会に出場」が決定した場合か「入賞以上の成績」を収
めた場合
※事前に予選や選抜などが行われない競技会や民間企業などが主
催するイベント的要素の高い大会などについては対象外となりま
す。
推薦書／随時受け付け
※推薦書は、文化観光課（第二庁舎6階）で配布します。区ホーム
ページからダウンロードもできます。

文化芸術・スポーツ活動の顕彰制度
品川区文化ス品川区文化スポーツかがやき顕彰ポーツかがやき顕彰品川区文化ス品川区文化スポーツかがやき顕彰ポーツかがやき顕彰

問い合わせ／文化観光課文化振興係

〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
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。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699
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サービス付き高齢者向け住宅（民間
型）コムニカ入居待機者募集
生活相談サービスや24時間体制の見守り
を付加した、民間設置のサービス付き高
齢者向け住宅の入居待機者を募集します。
募集住宅／コムニカ（旗の台4－5－17）
募集人数／単身用5人程度
家賃／83,000～95,000円（基本サービ
ス費30,000円・共益費19,000円別）
※所得により家賃助成（40,000円）あり。
申込資格／①区内に2年以上居住する65
歳以上のひとり暮らしの方②立ち退きな
どによる住宅困窮者　など
※詳しくはお問い合わせください。
申コムニカ、高齢者地域支援課（本庁舎
3階）、介護支援センターで配布する申込
書を、4月17日㈮～5月15日㈮に本人が
コムニカへ持参
問高齢者地域支援課☎5742－6735
コムニカ☎5788－6162

6月開設「品川産業支援交流施設・
Ｓ
シ ッ プ

ＨＩＰ」入居企業2次募集　　
所在地／北品川5－5－15大崎ブライトコ
ア4階
募集数／6室（月額97,200～216,000円・
18.4㎡～34.4㎡）
対象／次のいずれかにあてはまる企業
●新たな事業分野への進出・事業展開を
図る製造業や情報通信業
●商品開発に係る企画・デザイン・コン
テンツ制作
●商品開発を支える各種サービス業
●産業や企業活動を支援する大学や各種
産業支援機関など
申4月30日㈭（消印有効）までに、応募
用書類一式を商業・ものづくり課企業支
援係（〠141－0033西品川1－28－3☎
5498－6333）へ郵送か持参
※申込書はものづくり支援サイト
www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/か
らダウンロードもできます。

マンションの建て替え・敷地売却な
どに関する相談窓口の開設

「マンションの建替え等の円滑化に関する
法律」が改正されたことにあわせて、マ
ンションの区分所有者、管理組合、借家
人などの方が利用できる相談窓口を国土
交通省が開設しました。
相談電話／0570－016－100（「住まい
るダイヤル」内）
受付時間／午前10時～午後5時（土・日
曜日、祝日、年末年始を除く）
※PHSや一部IP電話からは☎3556－5147。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

障害者福祉手当を支給します
障害者福祉手当は、4月20日㈪頃受給者
の口座に振り込みます。対象となる方で
申請をしていない方は、お問い合わせく
ださい。なお、申請時に65歳以上の方は
対象になりません。
※振込通知は年に一度、4月期にのみ送付
します。
人次のいずれかにあてはまる方
●身体障害者手帳1～3級
●愛の手帳1～4度
●脳性まひ・進行性筋萎縮症
●戦傷病者手帳特別項症～第4項症
●規則に定める特殊疾病にり患している
●精神の障害により1級の障害基礎年金な
どを受給している
※児童育成手当（障害手当）にあてはま
る方、障害者支援施設や特別養護老人ホー
ムなどの施設へ入所している方は対象に
なりません。
※所得制限額（扶養のない方で3,604,000
円）を超えている方は対象になりません。
※所得超過により対象でなくなった方も、
翌年度以降の所得が制限基準内になれば、
再び申請できる場合があります。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707Fax3775－2000）

塾代などを支援します
受験生チャレンジ支援貸付事業は、中学
3年生、高校3年生の学習塾などの費用や、
高校や大学などの受験費用の貸し付けを
行い、子どもたちの学習意欲をサポート
します。
貸付額／受講料＝実費（上限200,000円）
高校受験料＝実費（上限27,400円）
大学受験料＝実費（上限105,000円）
人次の全てにあてはまる方
・世帯の生計中心者
・預貯金などが600万円以下
・土地・建物を所有していない（自己居住
用は除く）
・都内に1年以上住民登録をしている
・生活保護受給世帯でない
・課税所得か総収入が一定基準以下
扶養人数 課税所得（年間）総収入（年間）
0 50万円以下 176万円以下
1

60万円以下
260万円以下

2 320万円以下
3 380万円以下

問生活福祉課相談係☎5742－6545

親元近居支援事業（三世代すまいる
ポイント）
区内に住む親と、近居・同居することに
なったファミリー世帯に対して転入・転居
費用の一部を「三世代すまいるポイント」
として交付します（上限10万ポイントで、
ポイントは区内共通商品券などと交換）。
申し込みの主な要件／
①子世帯に中学生以下のお子さんがいる
②子世帯が区外から転入した、または親・
子どちらかの世帯が区内転居し、お互い
の住居間が1,200ｍ圏内（直線距離）に
なった
③近居・同居の翌月から数えて3カ月以内
である
④親または子世帯が区内に1年以上居住
している

※詳しくは都市計画課（本庁舎6階）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

非自発的失業者の国民健康保険料を
軽減しています
人次の全てにあてはまる64歳以下の方
●雇用保険受給資格者証の離職年月日が
24年3月31日以降
●雇用保険受給資格者証の離職理由が特
定受給資格者（コード11・12・21・22・
31・32）か特定理由離職者（コード23・
33・34）
※雇用保険受給資格者証の右上に、「高」
か「特」の表示のある方は対象外です。
※失業前から国民健康保険の被保険者の
方も対象です。
軽減期間／25年4月以降の加入期間で、
失業日の翌日の月からその翌年度末まで
※27年3月31日離職の場合、27年4月～
29年3月。
保険料の算定方法／対象者の給与所得を
100分の30として賦課基準額を計算
※高額療養費の支給に係る自己負担限度
額の算定の際も、同様な軽減措置があり
ます。
申雇用保険受給資格者証と品川区国民健
康保険被保険者証のコピーを国保医療年
金課資格係（〠140－8715品川区役所本
庁舎4階☎5742－6676）へ郵送か持参
※すでに申請した方は、軽減期間内の再
度の申請は不要です。
※申請時の離職年月日と違う離職年月日
の雇用保険受給資格者証をお持ちの方は
再度申請してください。
※申請は雇用保険受給資格者証の交付以
降となりますが、軽減措置は失業日の翌
日に遡って適用となります。保険料は年
間保険料で計算し直し、納期の来ていな
い月で調整します。

キリトリ線

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

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 6/21㈰ 9:30～12:30

13:30～16:30
荏原保健
センター 6/ 6㈯ 9:30～12:30

13:30～16:30
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5月10日㈰（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、希望日時（第
3希望まで）、2人の住所・氏名・電話番
号・Ｅメールアドレス、出産予定日をポ
ピンズ品川区係（〠150－0012渋谷区
広尾5－6－6広尾プラザ5階）へ
●区ホームページ⇒「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、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5月7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4月13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5月29日㈮午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、効果
的な歯磨き・フッ化物使用法（実技）
人歯が8本生えた1歳5カ月までのお子さ
んと保護者15組（先着）
場申4月14日㈫から、電話で大井保健セ
ンター☎3772－2666へ

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　
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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。

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）

4月12日㈰
4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）

4月12日㈰

　　　酒寄医院 東大井 2 －26－ 3 ☎3761－3250

　　　ナムラ御殿山ガーデン歯科 北品川 4 － 7 －35 ☎5475－8148

　　　林歯科医院 戸　越 3 － 2 － 8 ☎3787－8482

　　　成進整骨院 大　井 3 － 2 － 2 ☎3775－3166

　　　押田接骨院 小　山 2 － 8 －13 ☎3787－8036

4月19日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417

　　　服部歯科医院 南品川 6 －18－19 ☎3474－4182

　　　岩城デンタルクリニック 平　塚 1 － 9 － 1 ☎5702－4471

　　　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

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

4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

4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
※重病の方は119番をご利用ください。

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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施策目標

施策目標

施策目標

施策目標

「品川区配偶者暴力対策基本計画改訂版」
を策定しました
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
をめざす取り組み」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、体系的かつ計画的に推
進してきました。26年度で本計画期間が終了したので、基本計画改訂版を策定しました。その概要をお知らせします。

　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。
　本計画では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。

計画期間
27～30年度
（4年間）

基本
目標

基本
目標

基本
目標

基本
目標

様々な機会や手段を通じて意識啓発を行い、暴力の未
然防止および早期発見につなげます。

職務関係者に加え、住民票や健康保険、年金を担当す
る職員など窓口で対応する職員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。

被害者が一人で悩むことなく安心して相談ができ、相
談から自立まで切れ目のない支援体制づくりに取り組
みます。

配偶者暴力防止に関わる関係各課、警察、医療機関、
民間支援機関等との連携強化を図ります。

被害者の立場に立った
相談の充実と支援体制の整備相談の充実と支援体制の整備

区の体制整備および
関係機関等との連携関係機関等との連携

暴力の未然防止と早期発見

人材の育成

●「品川区配偶者暴力対策基本計画改訂版」の全文は、男女共同参画センター、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、品川図書館（北品川2－32－3）、
区ホームページでご覧になれます。

◎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

◎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

◎区の体制の整備と施策の推進
◎関係機関との連携の推進

保険料は、前年の所得金額をもとに計算します。4月は、26年中の所得金額が決定していないため、25年中の所得金額をもとに仮計算します。6月に26
年中の所得金額が決定した後、7月に再度計算します。今回は仮計算のため、特別徴収の方は4・6・8月分、普通徴収の方は4～6月分をお知らせします。
【仮計算の方式】

東京都における均一保険料（年額）
※100円未満切り捨て

東京都の保険料
（限度額57万円） ＝ 均等割額

（被保険者1人当たり42,200円）＋
所得割額

（賦課のもととなる所得金額*）×東京都の所得割率8.98％

＊「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得、山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です（雑損失の繰越控除
額は控除しません）。

保険料は一人ひとりに納めていただきます。

保険料の計算方式

27年度の後期高齢者医療保険料納入通知書を発送します

保険料の納め方

7月に再度計算し、年間の保険料額か
ら仮計算分を差し引き、残額を9回に
分けて納めていただきます。

7月 3月（本計算）～

4月に仮計算し、3カ月分に相当する保
険料額を3回に分けて納めていただき
ます。

4月 6月（仮計算）～

7月に再度計算し、年間の保険料額か
ら仮計算分を差し引き、残額を3回に
分けた保険料額になります。

4月分は2月分と同額ですが、6月分と
8月分は仮計算した保険料額になりま
す。

10月12月 2月（本計算）4月 6月 8月（仮計算）

①年金から支払う方（特別徴収）
2カ月ごとに支払われる年金から、2カ月分に相当する保険料を差し引きます。

②納付書や口座振替で支払う方（普通徴収）

問国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

施
策
体
系

人権啓発課男女共同参画担当（男女共同参画センター）
（東大井5－18－1☎5479－4104）問い合わせ
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相談名 相談員 内容 曜日
（祝日を除く） 時間 利用方法

区民相談 区民相談員 日常生活の中で起こる困りごと全般に
ついての相談

㈪～㈮ 9:00～17:00
※受付は16:30まで

時間内に直接お越しください
※電話でも相談できます
☎3777－2000犯罪被害者等相談 区民相談員 犯罪被害に遭った方やその家族の方の

相談

法律相談 弁護士
借地借家、相続、遺言、離婚・親権、
金銭貸借、労働などの法律全般にかか
わる相談

第1㈫ 18:00～20:30

相談日1週間前の午前9時から電話で
予約してください（先着）
☎3777－1111（代）
※予約受付開始日が祝日・年末年始
（12/29～1/3）の場合は、その翌開
庁日となります

㈬

13:00～16:00

第2・4㈪

税金相談 税理士 相続税、贈与税、不動産取得税などの
税金全般にかかわる相談 第2・4㈫

不動産取引相談 宅地建物取引
主任者

土地・建物の取り引き、賃貸借契約な
どの不動産取り引きに関する相談 第2・4㈮

司法書士相談 司法書士 不動産や会社などの登記、相続、成年
後見などの手続きに関する相談 第2㈭

行政書士相談 行政書士 各種許認可、相続、遺言、成年後見、
外国人などの手続きに関する相談 第1～4㈮

社会保険労務士相談 社会保険労務士 就業規則、解雇、賃金不払い、年金、
社会保険などに関する相談 第1㈮

人権身の上相談 人権擁護委員 暴力、いじめ、プライバシー侵害など
についての相談 第1・3㈫

国の行政相談 行政相談委員 国の行政機関に対する要望、苦情など
についての相談 第1・3㈭ 13:00～16:00

※受付は15:00まで 時間内に直接お越しください

外国人生活相談 区が委嘱した
相談員

英語、中国語による外国人のための日
常生活全般に関する相談

英語　　㈫
中国語　㈭

9:00～17:00
※受付は16:30まで

時間内に直接お越しください
※電話でも相談できます
☎5742－6842

区民相談室をご利用ください
区民相談室では、区民相談員や専門相談員がそれぞれの相談に応じ、
問題解決に向け、助言やアドバイスを行っており、無料で利用できます。
一人で悩まずご相談ください。

広報広聴課区民相談室
（第三庁舎3階☎3777-2000）

問い合わせ

申し込み日 配達日 ※3月は10日締め切り・月末までに配達。
※配送日は事前に区指定業者から連絡あり。

1日～25日 翌月中旬
26日～月末 翌々月中旬
申電話かはがき、FAXに「消火器購入」か「消火器詰め替え」とし、住
所、氏名、電話番号（昼間連絡のとれる）、希望本数、古い消火器の
処分希望の有無と本数を防災課（〠140－8715品川区役所☎5742－
6695Fax3777－1181）へ

○区ホームページから電子申請もで
きます。
※購入・詰め替えの申し込みと同
時の場合に限り、古い消火器を1本
1,100円（消火器リサイクルシール貼
付のものは600円）で引き取ります。

※耐用年数（おおむね10年）・標準使用期限を経過したもの
は詰め替えできません。

●申し込み・配達

種類 薬剤重量 あっせん価格

購入 粉末消火器5型
（国家検定品） 1.5㎏ 4,600円

詰め
替え

粉末薬剤 1～3.5㎏ 3,300～6,200円

強化液薬剤 3～4ℓ 5,400～6,200円

中性強化液薬剤 2ℓ 6,200円

火災は小さいうちの消火が肝心です。いざという時のた
めに十分な消火能力を持つ消火器を備えましょう。家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん

＊あっせん対象の消火器を店頭で直接購入できます。あっせん価格
（4,600円）で購入するには、印鑑（スタンプ印不可）が必要です。

区指定業者 所在地 電話番号
神谷商会＊ 二　葉 1 － 6 － 2 3783－4882
後藤商会＊ 南大井 4 －18－18 3762－0376
前出工機＊ 東五反田 3 －17－ 5 3449－1581
和田商会＊ 二　葉 2 － 8 －13 3782－1885
アサヤマ 東五反田 1 － 7 － 6 3443－6191
竹内商会 西大井 2 －17－10 3772－7913
東日工業 西五反田 2 －24－ 9 3494－8936

指定業者が
ご自宅へ

お届けします！

悪質業者に注意！

配達時には、区指定業者が購入者本
人の申込はがき・FAX・電話申込受付
票に防災課の収受印を押印したものを
必ず持参します。区・消防署では訪問
販売や電話での勧誘は一切していませ
ん。あっせんに便乗した悪質な業者に
は十分ご注意ください。不審な訪問や
電話がありましたら、防災課までご連
絡ください。

氏　名 電話・FAX（兼用）
＊1＝電話専用 ＊2＝FAX専用

視覚障害者
笹原　　稔 080－8855－0988  ＊1
下堂薗　保 3471－7253  ＊1
肢体不自由児・者（主として父母等）
浅井　幸夫 3773－1379
菊地絵里子 6902－0070
庭田富美代 3773－9887
九鬼　美穂 5434－2707
重症心身障害児・者
須藤　基子 3799－3379
丸山　文子 3471－7939

氏　名 電話・FAX（兼用）
＊1＝電話専用 ＊2＝FAX専用

肢体不自由者（本人）・内部障害者
伏見　敏博 3781－5169
久保しのぶ 3765－4896
人工肛門・膀胱の方
松浦　輝義 3786－8242
聴覚障害者　
住谷　宏見 5702－6005  ＊2
佐々木敏惠 3784－7895  ＊2
精神障害者
池田　温雄 3450－5207

氏　名 電話・FAX（兼用）
＊1＝電話専用 ＊2＝FAX専用

知的障害者
生澤小恵子 3785－1574
犬丸　咲子 3450－6532
佐々野陽子 5783－2710
榎本　　薫 3772－7215
大上　好江 3763－8975
島崎　妙子 3799－3670
佐藤　直子 070－5593－6477  ＊1
松田　啓江 3782－9534
目黒百合子 3763－8695
尾下　貴美 3781－2770

区長から委嘱された相談員が、身体や知的、精神障害の方の地域生活に関する支援の相談に応じています。秘密は固く守ります。お気軽にご相談ください。

問い合わせ／障害者福祉課障害者福祉係（☎5742－6707Fax3775－2000）

相談日時／随時
相談方法／電話かファックス
相談内容／障害のある方の相談
と必要な指導・助言および家庭
における養育、生活などに関す
る相談と必要な指導・助言　
※施設入所、身体障害者手帳・
愛の手帳の交付申請手続きな
ど、福祉事務所との連絡調整を
行っています。障害者福祉団体
の紹介もしています。

心身の障害や障害児等の介護でお困りの時はお近くの相談員へご相談ください
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工場・指定作業場の届け出について
公害関係法令では、工場などの事業場に
対し様々な届け出が義務付けられていま
す。特に東京都の環境確保条例には、製
造や加工などを行う「工場」と、「指定作
業場（洗濯事業場、自動車駐車場、ボイ
ラー、豆腐製造場、ガソリンスタンドな
ど32種類）」が定められています。
○工場・指定作業場を新設したり、建物
や設備の変更、または廃止や移転したり
する時は届け出が必要です。
○環境確保条例の他、公害関係法令の届
け出状況を確認のうえ、不明な点は環境
課にお問い合わせください。
問環境課指導調査係☎5742－6751

求　人

就業相談員募集
就業支援に関する業務に従事する専門非
常勤職員を募集します。
任用期間／6月1日～28年3月31日
勤務日時／原則木曜日か金曜日を含む週
3日　午前9時～午後5時
報酬／月204,500円
人健康で働く意欲があり、特に女性向け
の就業支援に関し知識・経験がある方1人
（選考）
場申4月23日㈭（必着）までに、履歴書（写
真貼付）・職務経歴書を商業・ものづくり
課就業担当（〠141－0033西品川1－28
－3☎5498－6352）へ郵送か持参
※書類選考のうえ面接。書類選考通過者に
は面接時間を4月28日㈫までに電話連絡。
※面接日は5月7日㈭。
※履歴書・職務経歴書は返却しません。

（仮称）平塚橋特別養護老人ホーム
介護人材募集
28年5月開設予定の個室ユニット型特別
養護老人ホームのスタッフを募集します。
所在地／／西中延1－2－8
人《ケアスタッフ》常勤（月183,120～
262,080円、シフト制）、パート職員（時
給1,010円～）　《看護職員》常勤（月
220,864～272,160円、日勤、遅番あり）、
パート職員（時給1,600～1,800円）
※面接日、入社日は応相談。
運営／／三徳会
※詳しくは、お問い合わせいただくか
www.santokukai.comをご覧ください。
問三徳会☎5750－3632
福祉計画課施設計画担当☎5742－6738

講座・講演

ママのおしゃべりC
カ フ ェ

afe ～聴いて、
話して、アイデアゲット!!～
自分のための楽しい時間をつくってみま
せんか。
日程

（全4回） 内容

5/19㈫ オリエンテーション＆ママの「い
いね！」トーク

5/26㈫ コラージュで「壊す・作る」の楽
しさ体験！

6/2㈫ 今してみたいこと　いつかしてみ
たいこと

6/9㈫ 交流会「Let's enjoy!」ママだっ
ておしゃべりしたり・遊んだり

※時間は午前10時～正午。

講師／別府明子（日本心理カウンセリン
グセンター所員）
人この講座に初めて参加する子育て中の
母親10人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）

場申4月13日㈪から、電話かFAXに「マ
マCafe」とし、住所、氏名、年齢、電話
番号、託児希望の方はお子さんの氏名・年
齢を男女共同参画センター（東大井5－18
－1☎5479－4104Fax5479－4111）へ

昭和大学公開講座　暮らしと健康～
健康な高齢人生を送るために  　電子
日程

（全2回） 内容 講師

5月9日
㈯

長寿のサイエ
ンス

宮崎章（医学部生
化学講座教授）

増加し続ける
糖尿病、その
予防と治療

平野勉（医学部内
科学講座糖尿病・
代謝・内分泌内科
学部門教授）

5月23日
㈯

寝たきりにな
らないための
脳卒中予防

中條敬人（医学部
脳神経外科学講座
助教）

高齢化社会と
慢性腎臓病

柴田孝則（医学部
内科学講座腎臓内
科学部門教授）

※時間は午後1時～4時。

場同大学（旗の台1－5－8）
人16歳以上の方200人（抽選）
申4月23日㈭（必着）までに、往復はが
きで講座名、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号を文化観光課生涯学
習係へ

星薬科大学公開講座　　　　 　電子
日5月8日㈮午後3時30分～5時
場同校（荏原2－4－41）
内講演会「ガス分子受容体の系統的探索
と機能解明」
講師／末松誠（慶應義塾大学前医学部長）
人16歳以上の方100人（抽選）　
申4月28日㈫（必着）までに、往復はがき
に「星薬科大学」とし、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電話番号を文化観光
課生涯学習係へ

乳幼児～思春期の子育て講座を実施
するグループを募集します
乳幼児から思春期のお子さんの保護者を
対象にした子育ての学習会や子育て支援
の講座を、区に代わって開催するグルー
プを募集します。
テーマ／乳幼児の成長と親の関わり、思
春期の子との親子関係など
内7月15日～28年3月15日に原則として
1回の講座（学習会）を開催するグループ
に委託料の支払い（上限25,000円）
※委託料は講師謝礼・保育者謝礼・会場
使用料・事務用消耗品に使用。
人次の全ての条件を満たすグループ8団
体（選考）　①5人以上で構成され、代表
者および半数以上が区内在住・在勤・在
学である　②乳幼児～思春期の子どもの
親が会員（メンバー）となって活動して
いて、子育て支援などの活動をしている
※子育て自主グループ講習を過去連続し
て3回受託した団体は申請できません。
※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。
申5月15日㈮（必着）までに、子ども育
成課、文化センター、児童センター、図
書館で配布する申請書を子ども育成課
（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階
☎5742－6720）へ郵送か持参
〇委託候補団体への説明会を5月22日㈮
に予定しています。

消費生活教室「カラーコーディネー
ト入門」
日4月30日㈭午後2時～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）
人30人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－
7181へ

　●お知らせ

〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
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。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699
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　八潮地区バドミントン教室
日4月12日～28年3月13日の第2日曜日午後2時～4時
￥1回100円
運営／八潮地区スポ・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八潮学
園第2体育館（八潮5－11－2）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　立会地区初心者＆親子で楽しむ月一バドミントン
日4月18日～28年3月19日の第3土曜日
午後6時30分～8時30分
￥1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立会小
学校（東大井4－15－9）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　スクエア荏原フリースポーツ

①卓球（フリー利用・教室）
日4月22日～28年3月23日の水曜日
午後1時30分～3時30分　
※教室は貸し出し用ラケットあり。
②健康体操
日4月24日～28年3月25日の金曜日
午前9時15分～11時15分
―――――――――――　共　通　―――――――――――
￥各1回200円　運営／荏原Ｂ地域スポーツクラブ
場参当日、運動のできる服装で上履きと①のフリー利
用の方はラケットとボール、②は敷き物を持ってスク
エア荏原（荏原4－5－28）へ
※不定期の休みがあるため、スポーツ推進課などで配
布する予定表で必ずご確認ください。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　グラウンド・ゴルフ教室
日4月26日～28年3月27日の第4日曜日午前9時～正午
￥1回100円
運営／スポクラ・しながわ
場参当日、運動のできる服装で浅間台小学校（南品川
6－8－8）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　初心者ボウリング教室
日5月8日～6月5日の金曜日
午前11時～午後0時30分（全5回）
場品川プリンスホテル（港区高輪4－10－30）
講師／上原正雄（プロボウラー）
人20人（先着）　￥6,500円（ゲーム代・靴代込）
申4月28日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ
（4月20日㈪を除く）

　シルバーピンポン＆初心者卓球教室
日5月13日～7月1日の水曜日
午後0時30分～2時30分（全8回）
場総合体育館

人40人（抽選）
①シルバーピンポン＝60歳以上の方
②初心者卓球教室＝59歳以下の初心者
￥①2,500円②4,000円（ボール代・保険料込）
申4月30日㈭（消印有効）までに、往復はがきで教室名、
番号、住所、氏名、年齢、電話番号、経験の有無をスポー
ツ協会へ

　初心者硬式テニス教室

①5月11日～6月11日の月・木曜日
午前9時30分～11時30分（全9回）※5月18日を除く。
託児／3歳以上のお子さん10人（抽選）
※おやつ代など1人1,350円。2人以下は中止。
②5月7日～6月25日の木曜日
午後7時～9時（全8回）
―――――――――――　共　通　―――――――――――
場総合体育館
人学生を除く16歳以上の方各40人（抽選）
￥各5,000円（ボール代・保険料込）
申4月27日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、
番号、住所、氏名、年齢、電話番号、①は託児希望の
有無をスポーツ協会へ

レッツ スポーツ

　第65回　品川区民スポーツ大会（春季） 

競技名 日程 会場 締切日 費用 内容

バレー
ボール

5月10日㈰
17日㈰
24日㈰

総合体育館他 4月29日㈷ 1チーム
3,000円

5/10・17〇家庭婦人（9人制）
5/24〇一般男子（9人制）・女子（9人制）
※代表者会議は、5/6㉁午後7時から総合体育館

弓　道 4月29日㈷
明治神宮至誠館
（渋谷区代々木
神園町1－1）

4月13日㈪ 500円
中高生300円 〇一般の部〇中学・高校の部　※四ツ矢3回（12射）

柔　道 5月24日㈰ 戸越体育館 4月24日㈮ 500円
小中高生300円

〇小学低学年の部〇小学高学年の部〇中学1年の部〇
中学2年の部〇中学3年の部〇男子無段の部〇男子有段
の部〇女子無段の部〇女子有段の部　※体重別

申申込締切日までに費用を持ってスポーツ協会へ（4月20日㈪を除く）
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認知症予防プログラム講習会＜旅行＞
身につけたい、認知症を予防する生活習
慣を紹介します。
●講習会　

日程 内容

5月8日㈮
午後1時30分

～4時

①認知症の基
礎知識と日常
生活における
認知症予防の
講話

〈希望者のみ〉
②脳の健康度
測定（ファイ
ブ・コグ検査）

5月15日㈮
午後1時30分
～3時30分

〈②の検査を受けた方〉
ファイブ・コグ検査の結果、認
知症予防プログラムの説明

人60歳以上の方40人（先着）
●認知症予防「旅行」プログラム　
旅行の計画・実施をとおして脳を鍛える
生活の工夫を学びます。
日5月22日～6月19日の金曜日（全5回）
人講習会を両日受講した方
￥3,000円（教材費）
※計画した日帰り旅行は実費負担。
――――――――　共　通　――――――――
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
申電話で、荏原保健センター☎3788－
7016へ

催　し

品川＆早川ふるさと交流　新緑の雨
乞いの山トレッキングプラン
穏やかな登りやすい山道をガイドと一緒
に歩くので、初心者でも安心です。
日5月16日㈯～18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
￥9,250円、小学生8,620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

「ほんのにわ」特別企画“絵本のよ
みきかせ”を開催！
しながわ中央公園（土曜日）、東品川海上
公園屋上庭園（日曜日）で開催している
移動図書館「ほんのにわ」で、特別企画
の“絵本のよみきかせ”を開催します。
日程 会場 問い合わせ先

4月18日
㈯

しながわ中央公
園（区役所前）

同公園
☎5740－5037

4月19日
㈰

東品川海上公園
屋上庭園
（東品川3－9）

天王洲公園管理
事務所
☎3471－4573

※時間は午前11時～11時30分。※雨天延期。

問公園課公園維持担当☎5742－6789
 品川＆早川ふるさと交流
森林体験とホタル観察
日6月27日㈯～28日㈰（区役所午前7時
25分集合・午後5時30分解散、1泊2日、
往復バス）
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23人（抽選）
※小学生以下は保護者と参加。
￥12,000円、小学生以下8,000円
（交通費・宿泊費込）

申5月7日㈭（必着）までに、はがきか
FAXに「森林体験」とし、参加者全員の
住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・電
話番号を地域活動課市町村交流担当（〠
140－8715品川区役所☎5742－6856
Fax5742－6877）へ
※ホタルは、天気や気温・湿度などによ
り必ず見られるものではありませんので、
あらかじめ、ご了承ください。

品川清掃工場見学会
日4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4月23日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

第226回日曜コンサート
日4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／スクリャービン作曲「ソナタ第5番
　Ｏｐ.53」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・
福祉計画課（☎5742－9125）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
（28年3月31日㈭まで）　※振込先は、ホームページまたは電話でご案内しています。
日本赤十字社 ☎3438－1311

ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（4月1日現在）259,307,942円
4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

 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2・4㈭ 10:00～12:00

商業・ものづくり課
（中小企業センター2階）
☎5498－6333へ予約

特 許 相 談 第2・4㈮ 10:00～12:00

国 際 ビ ジ ネ ス 相 談 第1～4㈬ 9:00～17:00

経 営 相 談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 商業・ものづくり課
☎5498－6334へ予約創 業 相 談 ㈪～㈮ 9:00～17:00

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
（小山3－27－5）
☎5749－4540へ予約行政書士による法務相談 最終㈭ 14:00～17:00

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

●演芸披露
高齢者施設で歌や楽器演奏、漫談
や手品を披露します。
日月1・2回（月～土曜日）
13:50～15:00　
場ゆめふる荏原店（荏原6）
●環境整備　ポ
高齢者施設でベッドメイクや居室
整備をします。
日週1回（月～金曜日）9:30～11:30
場ケアセンター南大井（南大井5）
●話し相手
障害者施設で利用者と雑談やゲー
ムなどをして、一緒に過ごします。
日週1回（月・木曜日10:30～15:00、
水・土曜日15:00～19:00）
場グループEVAH（戸越5）

●患者用図書室ボランティア
院内の図書室で整理や案内、貸し
出し処理をします。
日週1回（火曜日12:30～15:00、水
曜日10:00～12:30）
場ＮＴＴ東日本関東病院（東五反田5）
●トランポリン教室ボランティア
知的障害児対象の教室です。
日月2回（土曜日）13:30～16:00
場品川特別支援学校（南品川6）
●入浴後の整容と食事配膳・下膳　ポ
高齢者施設で髪乾かしやお茶出し、
昼食の手伝いをします。
日週1回（火～土曜日）10:30～
13:00の間で可能な時間
場デイサービスセンター八潮陽だ
まり（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

品川ボランティアセンター☎5718－7172
高齢者地域支援課介護予防推進係☎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/

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区内在住
のおおむね60歳以上の方に、区の指定するボラン
ティア活動1回につき、1ポイント（年間50ポイン
ト上限）を付与します。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もできま
す。事前にボランティアセンターなどで申し込み
が必要です。
※詳しくはお問い合わせください。

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（福祉車両の運転は登録時69歳以下）
謝礼／1時間800円（交通費支給）
【協力会員募集説明会】
日4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
※協力会員登録時に年会費1,000円が必要です。

ポ

日5月23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）　
曲目／ドヴォルザーク：謝肉祭、リスト：レ・プレリュード、ブラームス：交響曲
第4番
指揮／高橋勇太　演奏／品川区民管弦楽団
￥700円（全席自由）※当日券あり。
託児／1歳～就学前の一人遊びのできるお子さん10人（先着）※おやつ代100円。
○5月13日㈬（必着）までに、はがきに「コンサートの託児」とし、住所、氏名、
電話番号、お子さんの氏名（ふりがな）・性別・年月齢を文化観光課文化振興係へ
チケット販売／文化観光課、チケットセンターキュリア☎5479－4140　他
問文化観光課文化振興係
※当日券は、会場前入り口で販売します。

2015品川区民

東京五輪で競技会場予定の潮風公園を解説付
きで見学後、ビーチバレーボール連盟主催の
東京オープンを観覧するまち歩きツアーです。
日5月3日㈷午前10時～午後0時30分頃
コース／東京テレポート駅（集合）～潮風公
園～お台場海浜公園（試合見学後解散）
※徒歩約2km。
人高校生以上の方50人（抽選）
申4月17日㈮（必着）までに、往復はがきに
「ビーチバレー」とし、人数（4人まで）、参
加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号をし
ながわ観光協会（〠140－0014大井1－14－
1☎5743－7642）へ
問文化観光課☎5742－6913

日5月5日㈷午前10時集合
場お台場海浜公園（港区台場1）
※現地集合・解散。
内試合観戦、選手によるガイド・
体験
※昼食は各自用意。
人小・中学生のお子さんと保護
者50人（先着）
申4月27日㈪までに、電話か
FAXに「ビーチバレー」とし、
保護者の住所・氏名（ふりがな）・
電話番号、お子さんの氏名（ふ
りがな）・学校名・学年をスポー
ツ協会へ（4月20日㈪を除く）

第1回スポーツ界トップ
レベル競技観戦ツアー
「ビーチバレーボール」

ビーチバレー・オリンピック競技会
場見学ツアー

東京五輪競技「ビーチバレーボール」を観戦しよう！
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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。

2月10日㈫、源氏前小学校で「品川区ＩＣＴを活用し
た教育活動推進校」の自主研究発表会が行われ、教職
員や事業者など約60人が参加。区では、「品川区トー
タル学習システム」の構築を目指しています。

ICTを活用した教育活ICTを活用した教育活
動自主研究発表会動自主研究発表会

3月8日㈰、鹿島庚
かのえづか

塚児童遊園と大井七丁目内の路地で
「庚塚小学生路地マラソン大会」が開催。地域の路地状
況の理解と、防災・防犯意識の向上を目的として実施
されました。

小学生路地マラソン大会小学生路地マラソン大会

2月14日㈯・15日㈰、きゅりあんで「第40回品川区消
費生活展」と「第7回社会貢献活動しながわ」を開催。「ゆ
たかな暮らし つながる地域」をテーマに両実行委員会
と区が共催し、2日間で約4,500人が訪れました。

合同開催「品川区消費生活展」合同開催「品川区消費生活展」
「社会貢献活動しながわ」「社会貢献活動しながわ」

2月21日㈯、芳水小学校で車椅子バスケットボー
ル・パラリンピアンの根木慎志氏と、競泳・五輪金
メダリストの柴田亜衣氏を講師に招き、「パラスポーツ
体験授業」が行われました。

車椅子バスケットボー車椅子バスケットボー
ル体験授業ル体験授業

2月6日㈮、きゅりあんで品川シルバー大学修了式を実
施。多彩なテーマについて3年間で学ぶ「ふれあいアカ
デミー」の修了証授与式も行われ、116人に修了証が
授与されたほか、13人には皆勤賞が手渡されました。

品川シルバー大学修了式・ふれ品川シルバー大学修了式・ふれ
あいアカデミー修了証授与式あいアカデミー修了証授与式

2月18日㈬、国道15号線徒歩帰宅者支援対策協議会が
訓練を実施。首都直下型地震を想定し、一時滞在施設
の東京サラヤ（東品川1）からの徒歩帰宅者と、情報提
供や誘導などを行う本部員に分かれ行動しました。

国道15号線沿線の徒歩帰国道15号線沿線の徒歩帰
宅者支援対策 実地訓練宅者支援対策 実地訓練

3月5日㈭、城南第二小学校でブラインドサッカー日本
代表強化指定選手の寺西一氏（乃木坂ナイツ所属）を
招いて、アイマスクと音の鳴るボールを使った体験学
習などを実施しました。

ブラインドサッカーブラインドサッカー
体験学習体験学習

2月1日㈰、なかのぶスキップロードで「なかのぶジャ
ズフェスティバル」のオープニング・パレードを実施。
全長約330メートルのアーケード街に軽快なジャズが
響き渡り、多くの人が華麗な演奏に聴き入りました。

第9回なかのぶジャズ第9回なかのぶジャズ
フェスティバルフェスティバル

しながわ子ども未来フェスタ2015

3月1日㈰、スクエア荏原で「しながわ
子ども未来フェスタ2015」を開催。児
童センターを利用する子どもやボラン
ティアが日頃の活動を発表。親子連れ
など多くの来場者でにぎわいました。

ひなまつりかい

3月3日㈫、平塚保育園で「ひなまつり
かい」が行われ、0～5歳児116人が参
加しました。日本の伝統文化「ひな祭り」
にふれ、その雰囲気を楽しみました。

特殊詐欺根絶パレード

2月10日㈫、武蔵小山パルム商店街で
特殊詐欺根絶パレードが行われました。
この日は、区の防犯マスコット“しな
ぼう”も参加し、周辺町会などからは
およそ400人が参加しました。

新製品・新技術クラスターフェア

2月5日㈭、日精ホール（大崎1）で「品
川区新製品・新技術クラスターフェア」
を区と品川ビジネスクラブが共催。も
のづくりにおける幅広い分野の最新・
先端技術が展示されました。

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。




