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9億6,000万円発売
地域消費喚起・生活支援の一環として国が創設した「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を活用しています。

品川区商店街連合会☎5498－5931 shoren.shinagawa.or.jp/
商業・ものづくり課☎5498－6332

●区内商店街　月～金曜日午前10時～午後5時

問い合わせ

特別プレミアム付き区内共通商品券特別プレミアム付き区内共通商品券

●区内の約2,000（大型店は除く）のお店
●しながわ水族館
● 大和・国際・帝都・日本・荏原・チェッカーグループの各タクシー
会社

※詳しくは、販売場所にある取扱店一覧か品川区商店街連合会のホー
ムページをご覧ください。
※商品券は、釣り銭のないようご利用ください。
※商品券購入に際して、領収書は発行しません。

販売場所　※販売は祝日を除く。
●区内42郵便局　月～金曜日午前9時～午後5時
※品川・大崎・荏原郵便局は午後7時まで、品川郵便局は土曜日も午後3時まで販売。

利用できない
商品など

●公共料金や税金の支払い
● 有価証券・商品券・プリペイドカード・切手・
印紙・官製はがき・ごみ処理券などの購入

◆北品川商店街事務所
※11日㈯・12日㈰も販売。

（北品川2－4－17☎3471－3568）　
◆戸越銀座商店街事務所
※ 11日㈯・12日㈰は戸越銀座銀六商店街
　 ギャラリーカメイ（豊町1－4－16☎
3783－0808）で販売。

（戸越1－15－16☎3788－1474）　
◆武蔵小山商店街事務所　
※土・日曜日、祝日も販売。

（小山3－23－5☎3786－1001）　

◆中延商店街事務所　
※11日㈯・12日㈰も販売。

（東中延2－7－19☎3786－0201）　
◆荏原町商店街事務所　
※11日㈯・12日㈰も販売。

（中延5－6－16☎3783－8221）　
◆青物横丁商店街　スーパー平野屋
※土・日曜日、祝日も販売。

（南品川2－7－12☎3471－7495）
◆大井サンピア商店街事務所　
※11日㈯・12日㈰も販売。

（大井1－1－12☎5743－2661）

青果青果 MeatMeat

このステッカーのあるお店で商品券
を利用できます。

　使用期限　 27年9月30日㈬
　　　　　　 8億円（16万冊） 

　　　　　　　 区内在住、在勤を問わず
　　　　　　　どなたでも購入できます。
※商店街や商品券取り扱い商店主が購入することはできません。

販売額

購入できる方

商品券を利用できるお店など

500円券12枚つづり、6,000円分
1人10冊（5万円）まで購入可能

販売単価
1冊5,000円

額面総額額面総額

区内商店街、品川区商店街連合会事務局では、平日に購入すること
が難しい方のため、他の販売所で完売した場合でも、　4月11日㈯に
ついては、一定数確保し販売します。

詳しくは、品川区商店街連合会のホームページをご覧ください。

20％20％
お得なお得な

4月1日に福祉特集号
も発行しています

販売開始日
4月9日㈭
※売り切れ次第終了。

※額面総額9億6,000万円分

●品川区商店街連合会事務局
（西品川1－28－3中小企業センター4階）
月～金曜日午前10時～午後6時
※4月26日㈰までは土・日曜日も販売。
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　食に関する相談

子育て中の食の悩みから高齢者の食生
活まで栄養士がアドバイスをします。

申当日、直接会場へ
運営／品川栄養士会
問健康課健康づくり係☎5742－6746

　高齢者肺炎球菌ワクチン接種予診票
　を送付します

人肺炎球菌ワクチンを接種したことが
ない、今年度65歳・70歳・75歳・80歳・
85歳・90歳・95歳・100歳になる方
自己負担額／4,000円
※上記該当年齢でない未接種の方が肺
炎球菌ワクチンを接種する際の一部費
用助成制度を開始します（7月予定）。
問保健予防課☎5742－9152

　母乳相談

日4月15日㈬午後2時15分～4時
内助産師による母乳の話、体ほぐしの体
操、グループワーク
人おおむね生後1・2カ月児の母親10人
（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　むし歯撃退教室

日4月24日㈮午前10時～11時30分
内むし歯予防（話）、効果的な歯磨き・
フッ化物歯磨剤使用法（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20組（先着）
場申4月2日㈭から、電話で荏原保健セ
ンター☎3788－7015へ

　思春期家族教室

日4月6日㈪午後2時～4時
人不登校・ひきこもりなどのお子さん
がいる家族
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

　難病音楽療法と交流会

日4月27日㈪午後1時30分～4時
内声楽家による音楽療法
人難病の方と家族30人（先着）
※教室終了後、情報交換などの交流会
を行います。
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

2015年4月1日号2 年 月 日号

ファイル情報 
問い
合わせ

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

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

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5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5日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
 やなぎさわ歯科クリニック 北品川 5 － 8 －15 ☎3440－4666
 米山歯科 小　山 3 － 2 －10 ☎3794－0235
 滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496
 荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

  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4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。
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応 急 診 療 所

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　

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

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

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。

　お子さんの健康を守るために予防接種を受けましょう

●定期予防接種
種類 通知の時期 接種できる期間

四種混合（ジフテリア・百
日せき・破傷風・ポリオ）

2カ月 3カ月～7歳6カ月未満（3回接種）
1歳 7歳6カ月未満

Hib(ヒブ)＊1
2カ月

2カ月～5歳未満（1～4回接種）
1歳

小児用肺炎球菌＊1
2カ月

2カ月～5歳未満（1～4回接種）
1歳

DT（ジフテリア・破傷風） 11歳 13歳未満

MR（麻しん・風しん）
1歳 2歳未満

小学校就学の
前年度の4月 4月1日～翌年3月31日

水痘（水ぼうそう） 1歳 3歳未満（2回接種）

日本脳炎＊2　
3歳 7歳6カ月未満（2回接種）
4歳 7歳6カ月未満
9歳 13歳未満

BCG 5カ月 1歳未満

子宮頸
けい

がん＊3　　 － 中学1年生の4月～高校1年生の3月31日
（3回接種）

＊1　接種開始月齢によって接種回数が変わります。
＊2　特例対象者（平成7年4月2日～19年4月1日生まれ）は、20歳の誕生日前々
日まで公費で接種ができるようになりました。
＊3　現在、積極的な勧奨をしていません。
※23区外で接種する方は事前に申請すると実費をお返しできる場合があります。
※DPT（ジフテリア・百日せき・破傷風）・ポリオの接種が終了していない方は、7
歳6カ月まで公費で接種ができます。母子健康手帳を持ってご相談ください。
※接種できる期間は各年齢の誕生日・月齢にあたる日の前々日までです。

●任意予防接種
種類 対象 助成

Ｂ型肝炎 1歳未満 1回3,000円（3回まで）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ） 1～3歳 1回3,000円

※品川区の契約医療機関で、
助成額を差し引いた料金をお
支払いください。
※助成は、区内契約医療機関
で接種する場合に限ります。

※塩分の測定を希望する方は汁物（みそ汁な
ど）をご持参ください。

日時 会場
4/8㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

4/20㈪
12:00～15:00

啓発展示室
（第二庁舎3階）

　保険料は、医療給付費の支出額や後期高齢者医療への支援金、介護納付費の第2
号被保険者負担額などにより、均等割額と所得割額の保険料率を決定しています。
　保険料納入通知書は6月に送りますので4月と5月の納付はありません。6月～翌
年3月の10回で12カ月分をお支払いいただくよう計算し通知します。
問国保医療年金課資格係☎5742－6676

障害のある方のパソコン教室

人区内在住で、身体障害者手帳か愛の手帳をお持ちの65歳未満の方
各4人（初めての方優先）
場申1週間前までに、電話かFAXで障害者地域活動支援センター（旗
の台5－2－2心身障害者福祉会館内☎5750－4996 Fax3782－
3830）へ　※利用には登録が必要になります。
※手話通訳・要約筆記が必要な方はお申し出ください。

●国民健康保険の保険料
医療給付費分

（すべての加入者）
後期高齢者支援金分
（すべての加入者）

介護納付金分
（40～64歳の加入者）

均等割 加入者1人
年額33,900円

加入者1人
年額10,800円

加入者1人
年額14,700円

所得割 賦課基準額＊×0.0645 賦課基準額×0.0198 賦課基準額×0.0134
最高限度額 52万円 17万円 16万円

27年度の国民健康保険料率が決まりました

年間保険料 ＝ ＋ ＋医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

  パソコン個別指導

日毎月第2・4月曜日
①午前10時～正午
②午後1時～3時
※1度の申し込みで連続3回まで。
内これからパソコンを使いたい方
やパソコン使用中の分からない事
を個別指導　

  パソコンテーマ別教室

パソコンの様々な使用方法や作品
作りなど、月ごとに異なるテーマ
で学びます。
日毎月第1・3月曜日
①午前10時～正午
②午後1時～3時
￥1回100円

共 
通

〠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

＊賦課基準額＝総所得金額等－33万円（基礎控除額）

問保健予防課（本庁舎7階☎5742－9152）
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27年度特別区職員採用試験（Ⅰ類）

●事務・技術（土木・造園・建築・機械・
電気）
人22～27歳の方
●福祉・衛生監視
人22～29歳で必要な資格のある方
※衛生監視（化学）は資格不要。
●保健師
人22～39歳で保健師免許のある方
───────共　　通───────
※年齢は28年3月31日現在。
※22歳未満で、学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く）を卒業した方（28年3
月卒業見込みも可）、同等の資格があると
特別区人事委員会が認める方を含む。
第一次試験日／6月7日㈰
申込書配布場所／特別区人事委員会事務
局、品川区人事課（本庁舎5階）、地域セ
ンター、サービスコーナー
申4月8日㈬～15日㈬（消印有効）に、申
込書を特別区人事委員会事務局任用課
（〠102－0072千代田区飯田橋3－5－1）
へ郵送 
※ www.tokyo23city.or.jp/saiyou-
siken.htmからも申し込めます（4月8日
㈬～17日㈮）。
問特別区人事委員会事務局任用課採用係
☎5210－9787
品川区人事課☎5742－6628

食品衛生監視指導計画を公表します

27年度の品川区食品衛生監視指導計画
を、皆さんからのご意見も参考に作成し
ました。
問・閲覧場所／生活衛生課食品衛生担当
（本庁舎7階☎5742－9139）
※区ホームページでもご覧になれます。

女性相談員による面接相談

一人で悩まず、ご相談ください（男性も可）。
●法律相談
日5月13日㈬・19日㈫午後1時～3時30
分、25日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日5月28日㈭午後1時～4時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）
相談
日5月1日㈮・15日㈮・22日㈮・29日㈮
午後1時～4時、8日㈮午後5時30分～8時
30分
───────共　　通───────
場申相談日の1カ月前から、電話で男女
共同参画センター（東大井5－18－1☎
5479－4104）へ

就職したとき、退職したとき、年金
の届け出をお忘れなく
●就職して、厚生年金や共済組合などに
加入する方
勤務先に年金手帳を提出し、厚生年金な
どへの加入手続きをします。配偶者を扶
養している方は、配偶者の年金手帳も必
要です。
●退職や勤務形態が変わり厚生年金や共
済組合から外れた方
20～59歳の方は、区役所で国民年金に加
入する届け出をします。扶養されている
20～59歳の配偶者も届け出が必要です。
必要書類／年金手帳（本人、配偶者）、厚
生年金などから外れたことが確認できる
書類（資格喪失証明書・離職票など）
※退職した方の所得を審査対象としない
「特例免除」の制度もあります。ご相談く
ださい。
※代理の方が届け出するときは、代理人
の印鑑・本人確認できるものをお持ちく
ださい（委任状が必要な場合もあります）。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6684）

国民年金の学生納付特例は年度ごと
に申請が必要です
学生納付特例は、学生期間の国民年金保
険料の納付が猶予される制度で、毎年度
申請が必要です。27年度分と2年1カ月前
の月分までの申請を受け付けています。
持ち物／学生証（在学証明）、年金手帳
※日本年金機構から申請書（はがき）が
届いた方は、必要事項を記入して返送す
れば申請が完了します。
※対象校はお問い合わせください。
※特例期間の保険料は、10年以内であれ
ば遡って納めることができます。ただし、
3年度目からは一定の加算金がつきます。
特例を受けた期間は、年金の受給資格期
間には含まれますが、後から保険料を納
めない限り年金額には反映されません。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

国民年金保険料は免除・納付猶予制
度があります
保険料を納めることが経済的に困難な場
合、申請時点の2年1カ月前の月分まで免
除・納付猶予を申請することができます。
また、災害・失業などを理由とした特例
免除についても、災害・失業などがあっ
た年の翌々年6月までの期間について申請
ができます。なお、免除申請は、本人・
配偶者・世帯主の所得などにより審査し
ますので、忘れずに税申告をしてください。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

飼い主のいない猫（地域猫）の不妊・
去勢手術費の一部を助成します
対象／区内に生息している飼い主のいな
い猫（地域猫）について、品川区に住民
登録をしている方が申請
助成（先着）／去勢（オス）1頭5,000円＝
200頭
不妊（メス）1頭10,000円＝400頭　
※1人10頭まで。
※今年度から助成金額が増額になりまし
た。
申区内の動物病院で、4月以降の手術実
施後30日以内に、生活衛生課で配布する
申請用紙と手術完了証明書を同課庶務係
（〠140－8715品川区役所本庁舎7階☎
5742－9132）へ郵送か持参
※外飼いしている猫や、現在野良猫でも
その猫を飼う予定がある場合は、飼い猫。

カラスの巣などの撤去処理と外来種
の捕獲・駆除を行います
●カラス対策
カラスの巣や落下したひなが原因で威嚇
や攻撃などの被害を受けている場合、巣
などの撤去を行いますのでご相談くださ
い。
●外来種（ハクビシン・アライグマ）対策
天井裏などにすみ着き、ふん害などの被
害をあたえる場合があります。動物に触
れたりしないで、目撃したり被害を受け
たらすぐにご相談ください。
問環境課指導調査係☎5742－6751

お知らせ！

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 申込
締切日 参加費 内容

グラウンド・
ゴルフ

5/5
㈷

天王洲公園
（東品川2－6）

4/22
㈬ 500円 〇一般の部（16歳以上）　※個人対抗戦　4ラウンド32ホールプレイで男女別優勝あり　※予備日5/17㈰しながわ中央公園（区役所前）

水泳 5/6
㉁

日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

4/15
㈬

500円
小中高生　300円

〇小学1・2年男子・女子（自由形25、平泳ぎ25、背泳ぎ25、バタフライ25）
〇小学3・4年男子・女子、小学5・6年男子・女子（自由形50、平泳ぎ50、背泳ぎ50、バタフライ50）
〇中学男子・女子、高校男子・女子（自由形100、平泳ぎ100、背泳ぎ100、バタフライ100、リレー
200）〇壮年男子（35歳以上）、一般男子・女子（自由形50、平泳ぎ100、背泳ぎ50、バタフライ50）
※リレーを除き1人2種目まで参加可

ダンス
スポーツ

5/17
㈰ 総合体育館 4/12

㈰ 1ペア　　 800円 〇ダンススポーツ　〇ベーシック　〇ニュースター　〇ビギナーズ戦　※Aリーグ登録者は除く

陸上競技 6/14
㈰

大井ふ頭中央海浜公園
（八潮4－1）

5/10
㈰

500円
小中高生　300円

〇小学3・4年男子・女子(80)　〇小学5・6年男子・女子（100、800）〇小学生男子・女子（走り幅跳び）
〇中学男子（100、200、1,500、3,000、400リレー、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）　　
〇中学女子（100、200、800、1,500、400リレー、走り幅跳び、走り高跳び）　
〇一般男子〔高校生含〕（100、200、400、1,500、5,000、走り幅跳び、砲丸投げ）
〇一般女子〔高校生含〕（100、200、1,500、走り幅跳び）〇壮年男子〔40歳以上〕（60、5,000）　
〇壮年男子〔50歳以上〕（3,000）　○壮年男子〔60歳以上〕（3,000）
※リレーを除き1人2種目まで参加可

　バウンドテニスフリー教室
日4月3日～28年3月25日の金曜日午後1時～6時15分
￥200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こみゅ
にてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　陸上競技初心者審判講習会
日4月22日㈬午後7時10分～8時30分
場総合体育館
内陸上競技全般の初歩的な規則の説明など
人大会などの役員として協力できる18～63歳の方
￥1,000円、協会登録者800円
主催／品川区陸上競技協会
申4月15日㈬（必着）までに、はがきかFAXで講習会
名、住所、氏名、年齢、電話番号、簡単なスポーツ歴
をスポーツ協会へ

　マスターズソフトバレーボール大会
日4月29日㈷①②午後1時集合③午後4時集合
場戸越体育館
試合方法／ブロック別リーグ戦
人①60歳以上の部②40歳以上の部
③中学生以上の部
※①～③とも男女混成チーム（8人以内）。
※重複参加は不可。　※女性のみのチーム可。
￥1チーム2,100円
申4月15日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※主将会議は、4月22日㈬午後7時から総合体育館。

　マスターズバドミントン大会
日4月29日㈷午前9時～正午
場戸越体育館
試合方法／クラス別ダブルスリーグ戦
ラリーポイント制　※1人でも参加可。
人50歳以上の男性、45歳以上の女性

￥1,100円（シャトル代込）
申4月21日㈫（必着）までに、はがきかFAXで大会名、
住所、氏名、電話番号、出場経験者はクラスをスポー
ツ協会へ

　第55回品川区団体卓球選手権大会
日5月5日㈷午前9時30分試合開始
場総合体育館
種目／男子・女子（Ⅰ部、Ⅱ部、50代、60代、70代、
ジュニア）
※Ⅰ部は上級者、Ⅱ部は中・初級者。
※年齢は28年4月1日現在。ジュニアは18歳以下。
試合方法／4シングルス1ダブルスの団体戦
※1チーム4人以上。
￥1チーム4,400円、連盟登録者4,000円、18歳以下
2,000円
主催／品川区卓球連盟
申4月14日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

（単位：m）

受付期間内にインターネットを通じて申し込みができます。申込方法など詳しく
は、区ホームページに掲載します。
物件／旧箱根荘敷地（更地）
所在地／神奈川県足柄下郡箱根町宮城野字狢石1444番92ほか1筆
面積／13,528.01㎡（実測）
予定価格／49,919,000円
売却方法／インターネット公有財産売却システム（ヤフー）による一般競争入札
申込受付期間／4月8日㈬午後1時～24日㈮午後2時（予定）
問経理課管財係☎5742－6640

インターネット公売により区有地を売却します

申各申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ（4月20日㈪を除く）　※年齢は大会当日現在。
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2 地域振興基金から地域に貢献する事業に活動資金
を助成します1 団体の自由な発想や専門性などをいかした

協働事業の提案を募集します
区からの課題と区民の提案があります。

　募集する提案事業

「高齢化が進展する中、住み慣れた地域で、いつまでも元気で安心
して暮らし続けるために必要な事業（活動）」がテーマ

地域の課題に対し、団体の専門性や強みをいかした発案による課題
解決への事業

　応募資格
町会・自治会、NPO法人、ボランティア団体、商店街、公益法人、社会貢献活動
を行う民間事業者などの団体
※区民の提案型は、区内に主たる事務所か活動拠点を有していること。

　提案できる事業の要件
①区の地域課題や社会的課題の解決を図る非営利事業であり、区民と区が協働し
て取り組むことによって、具体的な成果が期待できる
②提案の翌年度（28年度）までの間に提案者によって実施することが可能であり、
地域課題や社会的課題の解決に実効性が期待される
③独自性、専門性、先駆性、新しい視点・アイディアなどが含まれている
④事業にかかる予算の見積もりが適正である　など

　対象となる事業
次の全てにあてはまる事業
①地域課題や社会的課題解決のために取り組んでいる
②地域づくりを目的としている
③区民の福祉などの向上に寄与する
④同一事業について、他の制度による助成を受けていない
⑤同一事業について、本制度による助成を過去に3回以上受けていない

　応募資格
町会・自治会、NPO法人、ボランティア団体など、区内で公益活動を目的として活
動している団体

　実施（資金助成）期間
4月1日㈬～28年2月29日㈪

　助成金額
助成対象経費の3分の2（上限50万円）　
※1,000円未満は切り捨て。

力を合わせて品川をよりよいまちにするため
区と一緒に地域の課題を
解決しませんか

区は、町会・自治会をはじめ、NPO法人、ボランティア団体、企業などとお互いの
強みや資源をいかしながら、協働による豊かなまちづくりをすすめています。
問地域活動課協働推進係（〠140－8715品川区役所第二庁舎6階☎5742－6605）

区からの
課題提起型

区民の
提案型

区民審査委員を募集します まちづくりの活動に資金面から応援してください

憲法週間にちなみ、平和の尊さや基本的人権の大切さについて考えてみませんか。

Ⓒ2012「HOME　愛しの座敷わらし」製作委員会

豊かな地域づくりをめざし、活動をしている団体を支援するための基金への
寄付を受け付けています。この基金は次のような事業を実施するために活用
させていただきます。

●区の基本構想「5つの都市像」に
準じて次の内容から選択いただけます

（1）誰もが輝くにぎわい都市
（2）未来を創る子育て・教育都市
（3）みんなで築く健康・福祉都市
（4）次代につなぐ環境都市
（5）暮らしを守る安全・安心都市
（6）その他

●26年度は次の3事業に助成しました

●中延EXPO2014（インストールの途
中だビルオープンアトリエ事務局）
●まちゼミ「東海道品川宿2020」～
これからの宿場町のあり方～（旧東海
道品川宿周辺まちづくり協議会）
●オトコとオンナ、生涯現役をめざし
て協働！（健康生きがいづくり品川
協議会）

　　　地域振興基金へのご寄付
　　　ありがとうございました
26年度（27年2月28日現在）に
寄付していただいた寄付金は総
額11,648,793円でした。
［内訳］

2,000円を超える区への寄付については、
所得税・住民税の控除対象となります

問寄付について＝地域活動課協働推進係
税の控除について＝税務課（☎5742 ー
6663～6）

個人6件 10,290,000円
企業5件 1,120,038円
団体6件 238,755円

5月13日㈬午後1時開演（午後0時30分開場）   きゅりあん（大井町駅前）

憲法週間記念　講演と映画のつどい

問子ども育成課庶務係
☎5742－6720

家庭は子どもにとって憩いの場所
心のよりどころ　
人とのかかわり方を学ぶところです

品川区では、昭和49年より毎月第一日曜日
を ｢家庭の日｣ と定め、明るい家庭づくり
運動を推進しています。「家庭の日」には、
家族一緒に過ごす時間をつくり、地域行事
に参加したり、家庭内のルールについて話
し合うなど、家族の絆

きずな

を深めるきっかけの
日としましょう。

「家庭の日」です

毎月第一日曜日は

  講演
安心できる社会、という時
の「安心」とは何か？
－日常のなかにある人権を
考えるために－
講師／ロバート キャンベル
（東京大学大学院総合文化
研究科教授）
※手話通訳・要約筆記付き。

人1,100人（抽選）
申4月14日㈫（消印有効）までに、
往復はがき（1枚2人まで）に「つ
どい」とし、代表者の住所・氏
名（ふりがな）・電話番号、参加
者の氏名（ふりがな）を人権啓
発課（〠140－0013南大井3－
7－10☎3763－5391）へ
※抽選結果は4月末発送予定。

共 

通

日時 会場

4月11日㈯　午後2時～3時30分 こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）

4月14日㈫　午後6時～7時30分 253会議室（区役所第二庁舎5階）

5月8日㈮までに、地域活動課協働推進係で事前相談（要予約）の上、5月15日㈮
までに地域活動課で配布する申請書を同課協働推進係へ持参
※申請書はしながわすまいるネット shinagawa-smile.net/や区ホームページ
からダウンロードもできます。

第1次審査（書類審査）＝6月中旬、第2次審査（面接審査）＝7月上旬
※決定の時期は1は28年3月（区の予算成立）、2は7月末（予定）。
※提案するには、説明会への参加が必須です。
※提案された事業の概要と提案団体名はホームページなどで公表します。

○詳しくは地域活動課で配布する「平成27年度品川区協働事業提案制度提案
要項」、「区民活動助成実施要領」や区ホームページ、しながわすまいるネット
をご覧ください。

　申し込み

　審査・選定

説明会

地域振興基金を活用した区民活動助成制度や協働
事業提案制度の審査・選定をする区民審査委員を
募集します。

任期／委嘱日～28年3月31日
内会議の出席（年2～3回程度）
人会議に全会参加できる方2人（書類選考）
※構成員は学識経験委員2人、公益活動実践者1人、
区民審査委員2人、区職員3人。
申4月22日㈬（必着）までに、地域活動課で配布
する申込用紙、公益活動に関する意見（800 ～
1,200字程度）を同課へ郵送か持参
※申込用紙・原稿用紙は、区ホームページからダ
ウンロードもできます。

  映画
『HOME　愛しの座敷わらし』※字幕付き。
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「品川区空き家等の適正管理等に関する条例」
を施行します

　空き家などは、維持管理が行き届かないと、倒壊や犯罪、
火災、生活環境の悪化など様々な問題を引き起こす危険があ
ります。
　区では、空き家などの維持管理が行き届かない状態をあら
かじめ予防したり、解消・再発防止するために、「品川区空
き家等の適正管理等に関する条例」を4月1日に施行します。
　条文の詳細については、区ホームページをご覧ください。

問い合わせ
　　　　　　　　　　　
都市計画課空き家対策担当☎5742－6777
　
地域活動課地域相談担当☎5742－6648

区

有効活用についての相談

廃棄物の放置などでお困りの相談

空き家などの所有・管理・占有者 区民

● 空き家などの管理が行き届か
ない状態を防止し、解消する
よう努めます。

● 空き家などの所有・管理・占
有者に、適正な管理をするた
めに必要な支援をします。

● 空き家などを有効活用するた
めに、所有・管理・占有者に
協力を求めます。

次のことに努めなければなりません。

● 所有・管理・占有する空き家などを日頃か
ら適正に管理すること。

● もしも管理が行き届かない状態になった場
合は、解消し、再発防止を心掛けること。

● 地域の空き家などが管理の
行き届かない状態とならな
いよう、相互協力に努めま
しょう。

管理が行き届いていない空き家などがそのまま放置されたと
きは、区が必要な措置をとる場合がありますが、そうならな
いように所有・管理・占有する方が責任をもって日頃から管
理すべきものです。ご理解・ご協力をお願いします。

● 管理が行き届かない空き家などに対しては、必要な措置を
とる場合があります。

しながわ一輪車協会・ミズ＝ペダルバイ
ク3台
スラップショット＝しながわ歌留多
ユニオンビルヂング＝100,000円
大崎フォレストビルディングビル環境委
員会＝135,800円
旗台小学校PTA＝伸縮式テント
コトブキホームセンター＝68,090円
六行会＝図書　
須山盛彰＝図書　他
〔地域振興基金〕54,998円（1・2月分）
中尾誠利＝20,000円
FJFS労働組合＝8,467円
オオゼキ目黒不動前店＝458円
オオゼキ戸越銀座店＝4,487円
オオゼキ旗の台店＝16,562円
オオゼキ戸越公園店＝5,024円

ご寄付をありがとう
ございました
（敬称略・順不同）

　
　
日7月18日㈯午後2時30分開演（午後2時開場）　　　　　
場きゅりあん（大井町駅前）
￥7,000円（全席指定）
発売開始／4月10日㈮
　窓口販売　 午前9時から／きゅりあん・スクエア荏原・メイプルセンター
　　　　　　 午前10時から／Ｏ美術館（初日のみ午前9時から）・しながわ観光協会
　電話予約　 午前10時から／チケットセンターキュリア
　インターネット予約　 午前9時から／ www.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

毎年来日し、全国各地に感動を与えている名バレエ団が贈る、子どもも大人も楽しめるステージ！

区役所

実
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 例えば…

 ★ リフォームや耐震改修などの費用を助成（要件あり）
 ★ 所有・管理・占有者の了解を得て、区が行政目的で
活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など  例えば…

 ★ 破損したところは補修し、通行人など
がけがをしないようにする

 ★ 敷地内の植物が伸び放題にならないよ
うにせん定する　　　　　　　　  など

 例えば…

 ★ ふだんからお互いに声か
けをする

 ★ 地域の環境美化に努める
　　　　　　　　  　など

空き家などの管理は
所有・管理・占有者の

責任です

空き家などの適正な管理に向けて

➡

公演時間は約2時間。
演奏は特別録音テープを

使用します。
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生涯学習ボランティア保険加入団体
募集
保険料は区が負担します。
対象／次の全てにあてはまる活動団体
①青少年の健全育成が目的
②社会教育関係団体（少年少女団体）
③年間を通じて計画的・継続的に活動
保険期間／5月1日㈮～28年4月30日㈯
保険内容／傷害保険＝育成者が活動中に、
突発的な事故でけがや死亡したとき
損害賠償責任保険＝育成者が活動中に参
加者やその他の人や物に損害を与え、損
害賠償責任を負ったとき
申4月6日㈪～30日㈭に、育成者全員の住
所・氏名・年齢・電話番号と前年の活動
実績、社会教育関係団体登録証を文化観
光課文化振興係へ持参

アスベストの調査・除去費用を助成
します
建物などの解体・改修工事の前に行うア
スベストの含有調査と除去工事にかかる
費用の一部を助成します。
対象／区内の住宅・事務所・作業所・店舗・
倉庫・駐車場などの所有者やマンション
の管理組合など

対象調査・工事 助成額
（上限額）

助成件数
（先着）

アスベスト含有分
析調査（吹き付け・
吹き付けロックウー
ル）

10／10相当
（25万円／棟） 5件

アスベスト除去工
事費（アスベスト
含有吹き付け材）

2／3相当
（300万円／棟） 3件

問環境課指導調査係☎5742－6751

低公害車の買い換えを支援します

環境保全活動を促進し良好な環境の確保
に寄与するため、低公害車への買い換え
助成を行っています。
対象／区内中小企業者・個人事業者で東
京都環境保全資金の利子補給金等交付決
定通知を受けた方
対象車／東京都環境保全資金融資対象車
利子補給額／利子と都利子補給金確定額
との差額
信用保証料補助額／信用保証料と都信用
保証料補助金確定額との差額
申環境課で配布する申請書と添付書類を
同課環境推進係（〠140－8715品川区役
所本庁舎6階☎5742－6755）へ郵送か
持参　※予算枠に到達した時点で、受付
を終了します。　※申請書は区ホームペー
ジからダウンロードもできます。

消費電力や電気代、CO2排出量がチェッ
クできるエコワットを貸し出します
自宅の電化製品の電力使用量・CO2量に
ついてエコワット（簡易型電力量表示器）
で測定し、節電に役立ててみませんか。
測定記録は区に提出いただきます。優れ
た取り組みについては、区ホームページ
で紹介する場合があります。
期間／最長2カ月
問環境課環境推進係☎5742－6755

協定葬儀料金が一部変わります

臨海斎場の火葬料金改定に伴い、「区民斎
場なぎさ会館」（勝島3－1－3）の協定葬
儀料金が4月1日㈬から改定されます。
改定額／臨海斎場を利用する場合のみ

種別 改定前 改定後
Aタイプ 590,000円 600,000円
Bタイプ 450,000円 460,000円

※別途、消費税がかかります。
問戸籍住民課戸籍届出係☎5742－6657
なぎさ会館☎5471－2700

事業所用LED照明設置費用の一部を
助成します
対象／次の全てにあてはまる事業者5件
（先着）
①未使用のLED照明を区内の事業所など
に設置する
②区内施工業者を利用する工事を伴い、
設置費用が10万円（消費税を除く）以上
③いわゆる大企業（中小企業基本法に定め
る中小企業者以外の会社か個人）でない
④法人事業税などを滞納していない
⑤設置対象物件の所有者か賃借人
※賃借人の場合は、所有者から設置など
の承諾を得ていること。
助成額／設置費用（消費税を除く）の10％
（上限50万円）
申28年2月29日㈪までに、環境課で配布
する申請書を同課環境管理係（本庁舎6
階☎5742－6949）へ持参
※予算枠に到達した時点で、受付を終了
します。　
※申請書は区ホームページからダウン
ロードもできます。

介護者教室「排せつのトラブル予防
で安心だ！」
日4月22日㈬午後1時30分～3時
人30人（先着）
場申4月17日㈮までに、電話で西大井在
宅サービスセンター（西大井2－4－4☎
5743－6125）へ

浄化槽の水質検査（法定検査）を
実施する機関が変わりました
名称／東京都環境公社
☎042－595－7982
浄化槽を設置している方で、26年度の検
査機関へ検査の申し込みをしている場合
は、改めて申し込む必要はありません。
※手数料は変更ありません。
問東京都一般廃棄物対策課☎5388－3583
品川区清掃事務所許可指導係☎3490－
7034

65歳以上の方（第1号被保険者）に
介護保険料を通知します
　27年度の介護保険料納入通知書を4月
中旬に送付します。介護保険料は、27年
度の区民税を基に計算します。今回は区
民税が決定していないため、26年度の区
民税を基に仮算定し、6月に27年度の区
民税が決定後、再計算します。
　今年度から保険料段階が13段階から
14段階に変更されています。
　なお、保険料段階が第3・4段階で一定
の要件を満たしている方には保険料が減
額される制度があります（特例減額）。詳
しくは、通知書に同封のちらしをご覧く
ださい。
問高齢者福祉課介護保険料係
☎5742－6681　

高年齢者向け「出張求職登録会」
日4月15日㈬午前10時～午後3時
人おおむね55歳以上で就職を希望する方
場参当日、直接南大井文化センター（南
大井1－12－6）へ　
※登録を希望する方は、履歴書（写真貼付）
をお持ちください。　※シルバー人材セ
ンターの入会相談も行います。
問サポしながわ☎5498－6357

6月開設「品川産業支援交流施設・
S
シ ッ プ

HIP」の予約を開始します
オープンラウンジ会員申し込みと工房機
器利用の予約を開始します。
●オープンラウンジ会員
法人会員＝月21,600円から
個人会員＝月10,800円から
個人モーニング・ナイト・ホリデイ会員
＝月8,640円
個人平日デイタイム会員＝月8,640円
ワンタイム会員＝1時間540円
※一部面接審査を行います。詳しくはお
問い合わせください。
●工房機器（3Ｄプリンター・レーザー
カッターなど）の利用
￥1時間540円（材料費・特別機器利用
料別） 
※ラウンジ会員に入会が必要です。
※工房機器の予約は2カ月前から。
───────共　　通───────
所在地／北品川5－5－15大崎ブライトコ
ア3・4階
予約先／品川ビジネスクラブ
☎6303－9867　
問商業・ものづくり課☎5498－6333

相 案談 内 ※祝日を
除きます

相談内容 曜日 時間 場所
区 民 相 談

㈪～㈮   9:00～17:00

区
民
相
談
室

☎3777－2000
※受付は午後4時
30分まで

犯 罪 被 害
者 等 相 談

法 律 相 談
第1㈫ 18:00～20:30

相談日1週間前の
午前9時から
☎3777－1111㈹
へ予約（先着）

㈬、第2・4㈪

13:00～16:00

税 金 相 談 第2・4㈫

不動産取引相談 第2・4㈮

司法書士相談 第2㈭

行政書士相談 第1～4㈮

社会保険労務士相談 第1㈮

人権身の上相談 第1・3㈫

国の行政相談 第1・3㈭ ☎3777－2000
※受付は午後3時まで

外国人生活相談 英　語／㈫
中国語／㈭   9:00～17:00

☎5742－6842
※受付は午後4時
30分まで

相談内容 曜日 時間 場所
カウンセリング
相談（電話）

第1～3
㈭ 10:00～15:30 男女共同参画センター☎5479－4105

Ｄ Ｖ 相 談
第2を
除く㈮ 13:00～16:00 相談日の1カ月前から

男女共同参画センター
☎5479－4104へ予約第2㈮ 17:30～20:30

教 育 相 談 ㈪～㈯  9:00～17:00 教育総合支援センター☎3490－2000

手 話 通 訳 者
付 き 相 談

㈬ 13:00～16:00 障害者福祉課
Fax3775－2000㈮  9:00～12:00

交通事故相談 ㈪～㈮  9:00～16:00 品川交通事故相談所☎5742－2061
内 職 相 談 ㈪～㈮  9:00～17:00

就業センター
☎5498－6353職 業

相 談・紹 介 ㈪～㈮  9:00～17:00

わ か も の
就 業 相 談 ㈫～㈮ 13:00～17:00 商業・ものづくり課

☎5498－6352へ
予約女 性 向 け

就 業 相 談 ㈮ 10:00～12:00

相談内容 曜日 時間 場所

消費生活相談

㈪～㈮   9:00～16:00
消費者センター
☎5718－7182

第4㈫
電話相談 16:00～19:00

㈯電話相談 12:30～16:00
分譲マンション
管 理 相 談 第2・4㈬ 13:00～16:00 都市計画課☎5742－6777へ予約
住 宅 相 談
（リフォーム、
 建 て 替 え ）

第3㈬ 10:00～15:00
本庁舎3階ロビー
問都市計画課
☎5742－6777

家 庭 相 談 ㈫ 13:00～17:00 子ども家庭支援課
☎5742－6385へ予約㈭・㈮  9:00～13:00

ひとり親家庭相談 ㈪～㈮  8:30～17:00 子ども家庭支援課☎5742－6385ひとり親就労相談 ㈫・㈬・㈮

児 童 相 談

㈪～㈮  8:30～17:00 子ども育成課☎5742－6959

㈪～㈯  9:00～18:00 子育て支援センター☎5749－1032

㈪～㈮  9:00～17:00 東京都品川児童相談所☎3474－5442
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ジュネーヴ市（スイス連邦ジュネーヴ州）
青少年ホームステイ派遣生
日7月30日㈭～8月15日㈯（17日間）
人区内在住の中学2年生～高校生16人（選考）
￥162,000円
選考／第1次（作文）＝5月24日㈰　第2次（面接）＝6月7日㈰
申込締切日／5月22日㈮

オークランド市（ニュージーランド）青少年語学研修派遣生
日7月25日㈯～8月17日㈪（24日間）
人区内在住の中学2年生～高校生15人（選考）
￥234,000円
選考／作文審査と5月31日㈰の面接　
申込締切日／5月21日㈭

申各申込締切日までに、品川区国際友好協会で配布する申込用紙を同
協会（第三庁舎4階☎5742－6517）へ持参
※受付は月～金曜日午前9時～午後5時。4月14日㈫以降の火～木曜日
は午後7時まで受け付け。

海外研修などの
派遣生を募集します

共 

通

〠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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清泉女子大学公開講座土曜自由大学

場同大学（東五反田3－16－21）
人16歳以上の方300人（抽選）
申4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、電話番号を文化観光課生涯学
習係（〠140－8715品川区役所☎5742
－6837）へ

点字講習会

点字・点訳技術を身につけ、点訳ボラン
ティアを始めませんか。
日5月14日～8月6日の木曜日
午後6時45分～8時45分（全13回）　
人区内在住か在勤の健常者20人（抽選）
￥1,800円程度（点字器具・テキスト代）
場申4月27日㈪（必着）までに、往復は
がきで講習会名、住所、氏名、生年月日、
電話番号、在勤の方は勤務先の所在地・
名称を心身障害者福祉会館（〠142－
0064旗の台5－2－2☎5750－4996）へ

　

品川＆早川ふるさと交流
ゴールデンウイークファミリープラン
野生動物の暮らす「夜の森たんけん」か、
野鳥の音のバードコールなどを作る「ネ
イチャークラフト」を選び体験します。
日5月3日㈷～6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
￥7,250円、小学生6,620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

品川＆早川ふるさと交流
「田植え体験」参加者募集
南アルプスの麓、雄大な自然の中で、地
元の小学生と田植えを行います。
日5月9日㈯～10日㈰（区役所午前7時30
分集合・午後5時30分解散、1泊2日、往
復バス）
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の方41人（抽選）
※小学生以下は保護者同伴。
￥10,000円、小学生以下6,000円
（交通費、1泊2食付き宿泊費他）
申4月8日㈬（必着）までに、はがきか
FAXに「品川・早川田植え体験」とし、参
加者全員の住所・氏名・年齢・性別・電話
番号を京王観光東京南支店（〠160－
0022新宿区新宿2－3－10新宿御苑ビル2
階 Fax3359－2570）へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856 

品川＆早川ふるさと交流「秘湯奈良
田温泉とソーセージ作り体験」
温泉につかり、資料館・写真館などを見
学し、早川町でソーセージ作りを体験し
ます。
日5月30日㈯～31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／町営ヴィラ雨畑（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同伴。
￥12,000円、小学生以下8,000円
（交通費、1泊2食付き宿泊費他）
申4月13日㈪（必着）までに、はがきか
FAXに「ソーセージ」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－
6856 Fax5742－6877）へ

文化・イベント情報文化・イベント情報

●3日㈮～8日㈬／三井金属三悠会（絵
画、写真、人形）
●4日㈯～8日㈬／春洋会展（書道）
●10日㈮～15日㈬／日本表現派―東
京―2015（日本画、洋画）
●17日㈮～22日㈬／第15回オー美会
記念展（絵画、写真、陶芸）
●24日㈮～29日㈷／第2回東京一水会
展（油彩、水彩）
場問同美術館（大崎駅前大崎ニューシティ
2号館2階☎3495－4040午前10時～午
後6時30分）
※開催時間は要問い合わせ。

●1日㈬～6日㈪／第38回アトリヱ彩油
絵グループ展　
●9日㈭～13日㈪／第14回わたし達の
掛軸展（掛軸、屏

びょうぶ

風）
●15日㈬～20日㈪／ＭＧＣ美術クラブ
第18回美術展（油彩、水彩、水墨、彫
刻）
●22日㈬～27日㈪／第34回火曜会展
（油彩）
●29日㈷～5月4日㈷／各界イケメン
似顔絵展（パステル、色鉛筆、水彩）
場問同ギャラリー（大井町駅前イトーヨー
カドー8階☎3774－5151午前10時～午
後8時）
※開催時間は要問い合わせ。

日4月11日㈯午前11時～午後8時30分
12日㈰午前11時～午後3時30分
場東品川海上公園（東品川2－6・3－9）
天王洲公園（東品川2－5・2－6）
内ステージイベント、氷のいらないアイ
ススケート、産直朝市、飲食模擬店など
※11日は午後8時より約5分間花火を打
ち上げます。　※詳しくは www.
unga.jp/をご覧ください。
主催／しながわ運河まつり実行委員会
問文化観光課観光担当☎5742－6913

日4月19日㈰午前11時～午後3時
場武蔵小山駅前ロータリー
内笠原シェフが作ったたけのこ汁配布
（正午から先着3,000食）、ムサコマルシェ、
吹奏楽演奏、ダンスパフォーマンス
問ムサコフェス実行委員会・中村
☎3788－2141

日4月18日㈯午後1時～3時
内「がんを知る～知っておきたい胃が
ん・大腸がんの基礎知識」「ほんとは怖
い運動不足―ロコモとコリを防いで元
気な体！」
人90人（先着）
場参当日、直接同病院（東大井6－3－
22☎3764－0511）へ

Ｏ美術館　4月の催し

区民ギャラリー　4月の催し

ムサコフェス
「第4回ムサコたけのこ祭」

東芝病院市民公開講座

しながわ運河まつり2015

イベント
●表示登記の日無料相談　4月6日
㈪午後1時30分～4時30分。本庁舎
3階ロビー。●土地建物の調査・測
量、境界問題・土地分筆、不動産
表示登記の相談☎3781－3736東
京土地家屋調査士会・小菅●新築・
増築・耐震・設計・工事・構造な
どの建物の相談☎3766－6104東
京都建築士事務所協会・佐藤
●品川・大田オストメイト体験交
流会　4月12日㈰午後1時～4時。
中小企業 。300円。電話で日本
オストミー協会品川支部・松浦☎
3786－8242へ

●ランチタイムコンサート　4月
17日㈮午後0時15分～0時45分（毎
月第3㈮開催）。当日小山台会館
（小山4）へ。☎5721－6171小山台
教育財団・佐藤
●林試の森フェスタ　コンサート、
バザー、マルシェ他。4月26日㈰午
前10時30分～午後4時。当日マイ
箸持参で林試の森公園へ。☎080
－1239－8743同実行委員会
●春のシャンソン発表会　4月25
日㈯午後1時30分～3時30分。230
人。当日きゅりあんへ。☎3494－
8204しながわシャンソネット・原

●K＆K歌謡フェスティバル　4月
18日㈯午前10時～午後4時30分。
250人。当日きゅりあんへ。☎3773
－0606岡島
●品川区民吹奏楽団第7回定期
演奏会　5月4日㈷午後2時30分～
4時30分。当日きゅりあんへ。☎
3660－5670三澤

サークルなど
●伊藤トリムクラブ　㈮午後7時。
伊藤学園。月500円。（入）500円。
☎3771ー5116大島
●小山トリムクラブ　㈫午後7時。
小山小。月1,000円。（入）500円。
☎3784－0531大貫

●牛歩会（毛筆・筆ペン）  初心者
歓迎。第1・3㈭午後1時。南大井文
化 。月2,500円。（入）1,000円。
☎5479－9229野中
●ダンスサークルすずらん（社交
ダンス）　㈪午後6時30分。五反田
文化 他。月4,000円。（入）1,000
円。☎3441－7647中川
●ボンジュール（初・中級フラン
ス語）　㈭午後6時45分。延山小。
月6,000円。（入）1,000円。☎3787
－4839布川
●木曜会（カラオケ）　60歳以上。
㈭午前10時。南大井シルバー 。
月500円。（入）1,000円。☎090－
8081－0734松島

●ひるがほ句会　第2㈰午後1時。
きゅりあん。月1,500円。☎044－
245－8580菅野
●TB会（書道）  初心者歓迎。月
2回午後1時30分。きゅりあん。月
3,000円。☎090－1653－1551矢島
●新樹謡曲会（観世流謡曲）　第1
㈰午前10時30分。荏原第三 。月
200円。☎3767－1544吉村
●男の料理教室OB会　60歳以上
の男性。第3㈰午前9時。きゅりあん。
年10,000円。1回1,000円。（入）5,000
円。☎090－1251－1602小池
●太極拳クラブ　㈫午後7時。品
川学園。１回1,000円。（入）2,000円。
☎3471－8787桑原

区民の皆さんが地域で行う自主的な活動を紹介します。
費用の記載のないものは無料です。 ＝センター　 ＝体育館　 ＝区民集会所　（入）＝入会金

日程
（全2回） 時間 テーマ・講師

5/9
㈯

13:10
～14:40

［旧島津公爵邸竣
しゅん

工100年記念
講座1］旧島津公爵邸とコンド
ルの設計図面 
河東義之（小山工業高等専門
学校名誉教授）

14:50
～16:20

［旧島津公爵邸竣
しゅん

工100年記念
講座2］建築の近代化と和洋
の問題
鈴木徳子（東京都教育庁文化
財保護係学芸員）　

5/30
㈯

13:10
～14:40

人生の現場から学ぶ現代版
「旅」
鈴木直喜（同大学地球市民学
科教授）

14:50
～16:20

教育は人々の社会参加をいか
に促すのか―日本の事例―
高島亮（上智大学総合グロー
バル学部准教授）

※内容などは変更になる場合があります。

軽自動車税の新税率適用が一部延長されます
　軽自動車税は、毎年4月1日に所有し、登録のある軽自動車などに対して課税
されます。
　原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車などの軽自動車について、27年度
からの税率変更を本紙26年12月11日号でお知らせしましたが、地方税法改正
により、28年度からの適用となりました。
問税務課税務係☎5742－6667

区の行政情報が掲載された冊子の広告を募集します（審査有）。
発行／27年7月（予定）　部数／28,000部
申4月15日㈬（必着）までに、広報広聴課で配布する申込書と原稿の見本を同課
（〠140－8715品川区役所本庁舎5階☎3771－2000Fax5742－6870）へ郵送
かFAX、持参　※版下は広告主作成。入稿はデータでお願いします。

しながわガイド（便利帳）の広告募集

講座・講演 催　し 太陽光発電システム　
　設置費用の一部を

助成します

──────共　　通──────
申28年3月18日㈮までに、環境課で
配布する申請書を同課環境管理係（〠
140－8715品川区役所本庁舎6階☎
5742－6949）へ郵送か持参
※予算枠に到達した時点で、受付を
終了します。
※申込書は区ホームページからダウ
ンロードもできます。
※対象など詳しくはお問い合わせく
ださい。

区民の方への助成
助成額／3万円／kW（上限9万円）
助成件数／50件（先着）

中小企業者・社団法人・
社会福祉法人などへの助成

助成額／3万円／kW（上限15万円）
助成件数／10件（先着）



20％
お得な

● 日曜開庁のお知らせ
● 配偶者暴力対策基本計画改訂 ・外国人人口…………10,709

　　男………………… 5,219
　　女………………… 5,490

総人口…………… 372,428世帯…………………205,402

・日本人人口………… 361,719
　　男…………………  177,415
　　女…………………  184,304

  人口と世帯（平成27年3月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　4月11日号

　

平成27年（2015）

4/1
1950号

区ホームページで動画配信をしています

問番組について▶広報広聴課☎5742－6612　加入について▶ケーブルテレビ品川 0120－559－470

四季折々の風情が楽しめ
る風光明

めい

媚
び

な場所として
知られていた品川。品川
の桜と花の歴史を紹介し
ます。

品川歴史探訪
江戸時代から愛された
品川の桜

午前6時56分から3分間
放送内容は、区ホームページから視聴でき、
専用機器に録音もできます。また、災害時
には、災害情報や生活情報を放送します。

しなメールでは、区の情報や防災気象情報を
電子メールで配信していま
す。右のQRコードを読み取
るか、https://cous.mail-dpt.
jp/shinagawa/へアクセスし
て登録してください。放

送
言
語

㈪ 中国語・日本語
㈫ 韓国語・日本語
㈬ タガログ語・日本語
㈭・㈮ 英語・日本語

76.1Mhz
しながわインフォ

しながわ情報メール
「しなメール」

インターエフエム放送

しながわホットほっと ケーブルテレビ品川
毎日7時・10時・13時・19時・
22時から5回放送（土曜切り替え）11チャンネル

テレビ4月 ラジオ

問広報広聴課☎5742－6631

で

しパソコン・
携帯

00分～ 10分～ 20分～ 30分～

土

品川区
週間ニュース
取材には区民の皆さんが
活躍しています

三之助　とっておきの品川
　 主婦がつくったごはん処！
木もれび

区
か
ら
の
お
知
ら
せ

日 トビーが行く！  
　 しながわ個性派ミュージアム

月 しながわのチ・カ・ラ
しながわ江戸前海物語

火 品川歴史探訪　
　 江戸時代から愛された品川の桜

水 しながわのチ・カ・ラ
中原街道物語

三之助　とっておきの品川
世界を迎える！品川宿のおもてなし

木

三之助  とって
おきの品川
元気な掛け声が響く！
品川の生鮮三品店

品川の昔話
海雲寺の
平蔵地蔵

トビーが行く
しながわ桜散歩道

金 復活！しながわ探検隊 しながわのチ・カ・ラ
しながわ甘辛老舗物語

浮世絵摺
す

り

昭和27年入門
伊藤太郎

日4月10日㈮・11日㈯ 
　午前10時～午後4時
場中小企業センター
　1階ロビー
　（西品川1－28－3）
問商業・ものづくり課
　☎5498－6335 

伝 統 工 芸 の 実 演

新

新

新

緊急時・災害時などに、区ホームペー
ジ、しなメール、品川区ツイッター
などで発信する緊急情報を音声で聞
くことができます。　※防災行政無
線を聞くことはできません。

緊急情報発信ダイヤル
☎3777－2292

問広報広聴課☎5742－6631

中小企業の
「エコアクション21」
認証取得を支援します

エコアクション21導入説明会

日4月16日㈭・5月28日㈭午後2時
場環境情報活動センター（第三庁舎3
階）
内制度概要や取得企業の事例など
人区内・区外の中小企業者30人（先着）
申開催日の3日前までに、電話かFAX、
郵送で説明会名、企業名、業種、所在
地、電話番号、担当者名、Eメールア
ドレスかFAX番号を環境課環境推進
係へ

エコアクション21認証取得セミナー

日6月25日㈭～11月5日㈭（全4回程度）
場環境情報活動センター　他
内認証取得に向けたカリキュラムに
沿った個別指導・集団講義
人区内・区外の中小企業5事業者（先着）
申6月18日㈭（必着）までに、電話かFAX、
郵送でセミナー名、企業名、業種、所在
地、電話番号、担当者名、Eメールア
ドレスかFAX番号を環境課環境推進
係へ

エコアクション21認証取得経費の一部助成

対象／区内で事業を営み、法人事業税などを滞納
していないエコアクション21を初めて認証取得し
た中小企業4事業者（先着）
助成額／審査費用、認証・登録料の2分の1（上限
15万円）
申28年2月29日㈪までに環境課で配布する申請
書と必要書類を環境課環境推進係へ持参
※申請書は区ホームページからダウンロードもで
きます。 
※予算額に達した時点で受付を終了します。

問環境課環境推進係（〠140－8715品川区役所本庁舎6階☎5742－6755 Fax5742－6853）

「エコアクション21」とは、企業の経
費削減・環境負荷の低減につながり、
環境ISOよりも低コストで導入できる
環境省推奨の環境マネジメントシステ
ムです。

　生涯現役のまちをめざして

“しながわ学びの杜”開設

　様々な観点からしながわの魅力を伝え、品川区を
理解し、再発見できる講座を実施します。
　講座例
●しながわ塾（しながわに関する歴史や文化、自然
などを集大成します。見学や体験学習なども取り入
れ、しながわへの理解を深めることができる内容の講座です）

◎品川区と連携している区内7大学・1高専

●立正大学
●清泉女子大学
●星薬科大学
●昭和大学

●杉野服飾大学
●東京医療保健大学
●産業技術大学院大学
● 都立産業技術高等専門学校

　区内にある大学・高等専門学校
と連携し、各学校の専門性や特
色を生かした講座を実施します。
　また、しながわ塾の受講生は、
大学（一部）の図書室・学生食堂
を利用できます。

「しながわ学びの杜」では、これまでの区民大学、公開講座、シルバー大学などの各
講座を統合・体系化して、多彩なプログラムを提供します。「しながわ学びの杜」で
は皆さんの生涯現役をサポートします。
   問い合わせ   文化観光課生涯学習係☎5742－6837

ポイン
ト

1

ポイン
ト

2

しながわのまちを学問します
しながわ（地域）に関する学びの充実

品川区全体がキャンパスです
区内大学・高専との連携強化

　「しながわ学びの杜」にて実施
した講座の中から、区ホームペー
ジの「しながわＷＥＢ映像館」で、
インターネット配信をします。

ポイン
ト

3
いつでも、どこでも学べます
講座のインターネット配信

子ども時代の読書は心を豊かにし、生きる力を育みます。
図書館では、「子ども読書の日」にちなんだブックフェア
を開催します。
問品川図書館（北品川2－32－3☎3471－4667）

●ブックフェア
「パシャリ！ぜんぶほんもの！
しゃしんえほん」
日4月10日㈮～5月13日㈬
場図書館全館

●子どもの本のリサイクル市
日4月19日㈰午前9時～午後2
時（午前8時40分から整理券
配布）
場品川図書館　
※社会福祉協議会への寄付（1
冊10円程度）をお願いします。
マイバッグ（買い物袋）をご
持参ください。

●品川図書館名画座　
「ライラの冒険　黄金の羅針盤」（113分）
日4月25日㈯午後2時から　
場品川図書館

4月23日は
「子ども読書の日」

たのしい本に
出会おう！

〇図書館では、毎月23日の「しながわ親子読書の日」に「ねぇ、
この本よんで！」リストを発行・配布しています。また、年齢
別のおすすめリストなども発行しています。リストは区立図書
館ホームページ lib.city.shinagawa.tokyo.jp/でもご覧にな
れます。

　詳しくは、文化観光課（第二庁舎6階）・
文化センター・地域センター・図書館など
で配布する「しながわ学びの杜」パンフレッ
トをご覧ください。
　また、各講座の詳細・募集などについて
は、本紙や区ホームページなどで随時お知らせします。

ぜひ、お子さんと一緒に
お近くの図書館へ
お出かけください。

品川区子ども読書活動推進
ＰＲキャラクター「ブックマくん」

昨年、立正大学で実施した
区長講義の様子


