
今月のキーワードは「基地」です。
基地という言葉の響き、なんだかワクワクしませんか。
車両基地、遊びの基地…。
区内には、どんな基地があるでしょうか。

し
がな

N0.3 基地地
区内で集めたごみを排出するため、収集車
が続々と集まってきます。車両管制室では、
車の安全な出入りを監視・誘導しています。

区内外を走るバスが集まる車両基地。52台のバスが365
日稼働しています。ここでは安全走行の基本である、車
両の点検・整備も行っています。運行中は安全運転は
もとより、発車・停車時の転倒など車内事故を起こさな
いよう、お客さ
まへのアピール
も心がけていま
す。

八潮地区、首都高速湾岸線に沿うようにして、新幹
線の車両が集まる「大井車両基地」があります。こ
の日は、「ドクターイエロー」の愛称を持つ新幹線の
姿も。この黄色い新幹線は、新幹線の軌道や設備を
検査する事業用の車両です。

専任のプレイリーダーがいる子どもたちの遊びの基地。「自
分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、スタッフや地域の方
が見守るなか、木登りやたき火、穴ほりなどもできる公園です。

火をおこし、ウインナーを焼いていた城南第二小学校4年生
の4人。冒険ひろばの開園は、月～土曜日の14:00 ～18:00。
毎月第1・3水曜日は11:00から
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　思春期家族教室

日5月11日㈪午後2時～4時
人不登校や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

　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。

日時 会場
5/13㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

5/18㈪
12:00～15:00

啓発展示室
（第二庁舎3階）

※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。
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

　精神保健家族勉強会

日5月13日㈬午後1時30分～3時30分
内社会福祉制度について
人精神障害者の家族と関係者30人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　ひきこもりシリーズ学習会

日5月21日㈭午後2時～4時
内ひきこもっている子どもの心理面の理
解や家族のかかわり方など
人不登校やひきこもりのお子さんがいる
家族、関心のある方30人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

　難病の方のためのリハビリ教室

グループリハビリをとおして、身体を動
かす方法を学びます。
日5月21日㈭午後1時30分～3時30分
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
の神経難病の方と家族30人（先着）
持ち物／タオル・飲み物
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　難病リハビリ教室と交流会

日5月25日㈪午後1時30分～4時
内理学療法士による講習と体操実技
人パーキンソン病患者と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

2015年5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
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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）
5月3日㈷
4日㈷
5日㈷
6日㉁
10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）

5月3日㈷

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
 塩津歯科医院 南品川 2 － 4 － 5 ☎3471－0750
 にいや歯科医院 戸　越 4 －11－17 ☎3787－0202
 みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450
 工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

5月4日㈷

 浅野医院 大　井 6 －21－ 5 ☎3771－2692
 菅家医院歯科 西品川 1 －22－ 1 ☎3491－1208
 伊藤歯科医院 豊　町 3 －12－17 ☎3781－5834
 健康館なつ整骨院 東五反田 1 －19－ 2 ☎3444－3472
 上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

5月5日㈷

 はせがわ内科クリニック 大　井 3 －25－13 ☎3775－1311
 長嶋歯科診療所 西品川 2 － 9 － 4 ☎3491－7450
 桑鶴歯科医院 平　塚 3 － 3 － 7 ☎5750－4618
 つじ接骨院 南品川 2 － 8 －13 ☎3471－0263
 綱井接骨院 小　山 6 － 2 － 9 ☎3781－9330

5月6日㉁

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
 三ツ木診療所歯科 西品川 2 －13－20 ☎3491－2456
 梅宮歯科医院 平　塚 1 － 5 － 5 ☎3781－8880
 スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816
 須藤柔道整復院 中　延 5 － 8 －12 ☎3783－0526

5月10日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
 藤田歯科クリニック 西品川 3 － 5 － 8 ☎3491－3333
 戸越銀座歯科矯正歯科クリニック 平　塚 1 － 5 － 3 ☎5498－0011
 山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137
 武石接骨院 豊　町 2 －17－ 8 ☎3781－4450

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

5月2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

5月9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
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※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

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。

〠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

キッズクラブ
　環境学習講座「JALそらエコ教室」

日本航空の機長が上空1万メートルから見た地球の姿を紹介しな
がら、地球温暖化や環境活動について話します。
日5月31日㈰午後2時～3時30分　
人小学3～6年生40人（抽選）
場申5月13日㈬（必着）までに、往復はがきかFAXに講座名、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。

パパの子育て力アップを応援します。同じ年齢のお子さんを持つ父親同士の交流もできます。

父親のための親育ちワークショップ

時間／午前10時30分～正午（5日目は午後1時30分まで）
人区内在住で全日程参加できる①は就学前のお子さんと父親
12組、②は0～1歳のお子さんと父親15組（先着）
※託児あり。　※実費負担（材料費）あり。
申5月15日㈮までに、電話か直接①は大井倉田児童センター
☎3776－4881、②はゆたか児童センター☎3786－0633へ

こども夢ウイーク2015年
大井倉田児童センター・一本橋児童センター
「お～い、あつまれ！～観劇会」

本紙4月21日号でお知らせした開催日程に誤りがありました。
正しくは次のとおりです。
日5月9日㈯午前10時～正午　場山中小学校（大井3－7－19）
内人形劇団プーク観劇会　
問大井倉田児童センター☎3776－4881
子ども育成課育成支援係☎5742－6596

問子ども育成課庶務係☎5742－6720

「家庭の日」です毎月
第一日曜日は

日程（全5回） 内　容

5月16日㈯ オリエンテーション
（自己紹介他）

6月6日㈯ グループワーク
（父親としてできること）

6月20日㈯ 先輩パパ企画
（親子で遊ぼう）

7月18日㈯
グループトーク
（ワークライフバランスを考
えよう）

8月1日㈯ 親子でアウトドア体験

　①会場  大井倉田児童センター
            （大井4－11－34）

　②会場  ゆたか児童センター
            （豊町1－18－15） 
日程（全5回） 内　容

5月23日㈯ 交流会
（地域の仲間づくり）

6月20日㈯ グループワーク
（子どもとの接し方）

7月11日㈯ 交流会
（先輩パパとの交流）

8月8日㈯ パパの料理教室

8月9日㈰ パパの手料理で家族招待
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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6月3日㈬・9日㈫午後1時～3時30分
15日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日6月25日㈭午後1時～4時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日6月5日㈮・19日㈮・26日㈮午後1時～
4時、12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きゅ
りあん3階☎5479－4104）へ
※相談室の入室は、当事者のみです。
※託児はありません。

東京都重度心身障害者手当をご存じ
ですか
人都内在住で、次の全てにあてはまる方
①65歳未満 　
②次のいずれかの障害がある
・重度の知的障害と、日常生活について
常時複雑な配慮を必要とする程度の著し
い精神症状を有する
・重度の知的障害と重度の身体障害が重
複している
・重度の肢体不自由者であって両上肢・両
下肢の機能が失われ、かつ座っているこ
とが困難な程度以上の身体障害を有する
※これらの障害程度の診断は、東京都心
身障害者福祉センターで受ける必要があ
ります。
③所得制限を超えていない
④施設に入所していない
⑤3カ月を超えて入院していない
月額／60,000円
申印鑑、身体障害者手帳か愛の手帳（お
持ちの方）を持って障害者福祉課障害者福
祉係（本庁舎3階☎5742－6707 Fax3775
－2000）へ

サマールックキャンペーン

　区では5月1日㈮より、夏季の省エネル
ギーの取り組みとして「サマールックキャ
ンペーン」を実施します。期間中は室温
が28度となるよう冷房温度を設定し、軽
装で仕事をするなどの節電対策に取り組
みます。
　皆さんのご家庭や事業所においても、
夏の節電にご協力ください。
問環境課環境推進係☎5742－6755

特別障害者手当・障害児福祉手当を
ご存じですか
●次にあてはまる方は申請できます
①特別障害者手当
人重度の障害があるため、日常生活にお
いて常時特別の介護を必要とする、在宅
で20歳以上の方（おおむね身体障害者手
帳1・2級、愛の手帳1・2度で、障害が重
複している。これらと同等の疾病、精神
障害がある）
月額／26,620円　
※施設に入所している方、3カ月を超えて
入院している方、本人か扶養義務者など
が所得制限を超えている方は受給できま
せん。
②障害児福祉手当
人重度の障害があるため、常時介護を必
要とする特別の程度の状態にある20歳未
満の方（おおむね身体障害者手帳1級と2
級の一部。愛の手帳1度と2度の一部。こ
れらと同等の疾病、精神障害がある）
月額／14,480円　
※施設に入所している方、本人か扶養義
務者などが所得制限を超えている方は受
給できません。
●次にあてはまる方は受給資格がなくな
りますので早めにお届けください
・特別障害者手当受給者で施設に入所し
た方や3カ月を超えて入院した方
・障害児福祉手当、経過的福祉手当受給
者で施設に入所した方
・経過的福祉手当受給者で障害年金（障
害を事由として受け取る年金）や特別障
害給付金を受給することになった方
※届け出がないまま手当を受給している
と受給資格がなくなった日まで遡って返
還していただきます。
〇特別障害者手当などの金額は今後変更
する場合があります。
───────共　　通───────
申直接、障害者福祉課障害者福祉係（本
庁舎3階☎5742－6707 Fax3775－2000）
へ

首都高速1号線更新に関する
事業説明会
首都高速1号線東品川桟橋・鮫洲埋立部
における更新（造り替え）に伴う事業説
明会を開催します。
日5月17日㈰午後2時30分～4時
18日㈪午後6時30分～8時
場城南第二小学校（東品川3－4－5）
問首都高速道路計画調整課
☎3539－9377
品川区都市計画課☎5742－6760

荏原文化センター利用予約受付開始
のお知らせ
耐震改修他工事のため休館している荏原
文化センターは、8月1日㈯から開館します。
予約受付（大ホールを除く）／社会教育関
係団体＝２カ月前の同日、一般団体＝１カ
月前の同日　
※社会教育関係団体の仮予約は従来どお
り、1週間前から電話か窓口で受け付けま
す（8月1日分は5月25日㈪より）。
〇大ホールとプールの団体利用の予約は
窓口でのみ受け付けます。
問・予約先／荏原文化センター受付窓口
（旗の台5－19－5旗の台文化センター内☎
3785－1241）

第134回高齢者と介護者のための
料理教室「腸能力をつける」
日5月19日㈫正午～午後3時30分
場荏原保健センター（荏原2－9－6）
人20人（先着）
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
￥600円
申5月12日㈫までに、電話で成幸ホーム
☎3787－5393へ

5月は「赤十字運動月間」です

日本赤十字社では、毎年5月に社資募集
運動を全国的に行います。集められた資
金は、災害援護・国際救援・血液事業な
どに活用されます。運動期間中、町会・
自治会の方がボランティア（赤十字協賛
委員）として皆さんのご自宅を訪問しま
す。ご理解、ご協力をお願いします。
問福祉計画課庶務係☎5742－9125

都営住宅入居者の募集

募集住宅／世帯向け、定期使用住宅、若
年ファミリー向け
※一部単身者向けの住宅があります。
申込用紙配布場所／都市計画課（本庁舎
6階）、地域センター、文化センター（荏原
は休館中）、サービスコーナー
※配布部数には限りがあります。
申5月7日㈭～15日㈮に配布する申込用紙
を、郵送で渋谷郵便局に5月19日㈫まで
に届いたものに限り受け付け
●申込用紙休日配布窓口
日程 会場
5/9㈯ 荏原第三区民集会所（平塚1－13－18）
5/10㈰ 本庁舎3階ロビー
※時間は午前10時～午後4時。
───────共　　通───────
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6776

就業体験事業～区内中小企業で職場
実習をして就職をめざしませんか
人若者：①25年3月以降大学などを卒業
した未就職の方（28年3月卒業予定者も
含む）　②39歳以下で前職を離職し再就
職を希望する同一企業での就業歴が一定
程度ある方
女性：①育児などで退職し再就職を希望
する方　②前職を離職し、次の就職が内
定していない方　※同一企業での就業歴
が1年以上あること。
〇実習中は技能習得助成金として実習時
間に応じて日額4,000～6,000円が支給
されます。
※事業説明会（若者：5月11日㈪・15日㈮
午後1時、女性：5月12日㈫午後1時、15
日㈮午前9時30分）に参加が必要。
申5月14日㈭までの月～金曜日午前9時
30分～午後5時30分に、電話で品川区就
業体験事業運営事務局マイナビ☎6267
－4375へ
問商業・ものづくり課就業担当
☎5498－6352

土壌汚染を防ぎましょう

東京都の環境確保条例で定められた「有
害物質」を使用する工場などでは、作業
工程・貯蔵方法などを工夫・改善し、土
壌汚染を防ぎましょう。「有害物質」を
含む物質を使用したことのある工場・指
定作業場の廃止や改築時には土壌汚染調
査を行い、区に報告することが義務付け
られています。有害物質には鉛やベンゼ
ンをはじめ、トリクロロエチレンなど洗
浄剤に含まれているものもあります。
メッキや塗装、金属加工や自動車修理を
行う工場、ガソリンスタンド、ドライク
リーニング店などの多くも調査と報告が
必要です。また、3,000㎡以上の敷地内
で土地の掘削を行う時などは東京都へ報
告が必要です。詳しくはお問い合わせく
ださい。
問品川区環境課☎5742－6751
東京都化学物質対策課☎5388－3495

青少年地域貢献活動ボランティア
「しながわ役立ち隊」メンバー募集
内オリンピック・パラリンピックの普及
啓発活動や外国の方や子どもたちとの交
流、被災地支援のボランティア、親子の
交流を目的とした自主企画事業の実施
人区内在住か在学の中学生～大学生
申電話で、子ども育成課庶務係☎5742
－6720へ　
※メンバーは随時募集しています。

お知らせ！

シニアクラブ
介護予防「健康やわら体操」

接・整骨師による、楽しみながら柔軟性・バ
ランス能力・筋力をアップさせるトレーニング
です。
日6月3日～10月21日の水曜日
午後1時～3時（全16回）
※8月を除く。
場ゆたかシルバーセンター（豊町3－2－15）
人区内在住でおおむね65歳以上の、会場への
往復ができる介護認定を受けていない方30人
（先着）
￥3,200円
申月～金曜日の午前10時～午後5時に、電話
で東京都柔道整復師会品川支部・川島☎3781
－4450へ
問高齢者地域支援課介護予防推進係
☎5742－6733

後期高齢者健康診査

後期高齢者医療制度に加入している方は、生活
習慣病の予防や早期発見のために、「後期高齢者
健康診査」を年1回無料で受けられます。ぜひ受
診し、健康管理にお役立てください。
日28年3月末まで
人後期高齢者医療制度（75歳以上か、65歳以上
の障害認定）に加入している方　
※介護施設、老人ホームなどに入所している方は、
対象になりません。
検査内容／問診、血圧・身体測定、血液検査、
尿検査など
受診券などの送付／対象の方へ、受診券、契約医
療機関一覧、健康診査のご案内などを5月中旬に
送付
※受診時には受診券と保険証が必要です。
受診結果／受診した医療機関で1・2週間後に結
果記録票を発行

●今年度75歳になる方
75歳の誕生日以降に受診できます。
受診券送付時期／①昭和15年4月1日に生まれた
方＝5月中旬、②15年4月2日～6月30日に生ま
れた方＝5月末、③15年7月1日～9月30日に生ま
れた方＝誕生日の前月末
※15年10月～16年3月生まれの方は、加入して
いる健康保険者へご確認ください。品川区国民
健康保険に加入の方には、5月下旬に国保基本健
診の受診券が送付されます。
問国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

人間ドック受診にかかる経費の一部を助成します
助成を受けられるのは、後期高齢者健康診査を受
診していない方です。詳しくは、お問い合わせく
ださい。
問国保医療年金課保険事業係☎5742－6675
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2020年東京パラリン
ピックで区内開催競技
の、ブラインドサッ
カーを体験しませんか。
日頃活動をしている場
所に講師が出向き、1時
間30分程度指導します。

場区内の運動施設や体
を動かせるスペースの
ある場所　
※会場は申込者が用意
してください。
人区内で定期的に活動をしている10団体（先着）
※1団体10～30人程度。
※サッカー・運動未経験者も可。
申希望日の30日前（必着）までに、はがきかFAXに「ブ
ラインドサッカー体験」とし、代表者の住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号、団体の人数、希望日時、場
所をオリンピック・パラリンピック準備課（〠140－
8715品川区役所☎5742－9109 Fax5742－6585）へ

●区民、学生、地域団体などからなる環境活
動推進会議のメンバーが企画・運営してい
ます。

●公園会場における使用電力は、廃油を再
利用したバイオ燃料を使った自家発電と、自
然エネルギーにより発電されたグリーン電
力によって賄われます。

詳しくは区ホームページか地域センターな
どで配布するちらしをご覧ください。

●環境ワークショップ
●フリーマーケット
●環境展示ブース
●模擬店
　 容器は会場内の「容器回収用のブース」
での回収にご協力ください。

●ステージ
午前10時 資源リサイクル活動団体など感謝状贈呈式
午前10時25分 しながわECOフェスティバルオリエンテーション
午前10時35分 環境戦隊エコレンジャーショー
午前10時55分 和太鼓演奏

午前11時25分 ウルトラセブン×らんま先生　
エコサイエンスパフォーマンス

午後0時25分 創作竹楽器演奏
午後0時55分 親子の絆、子ども服リメイクファッションショー
午後1時25分 クレイヴァルスステージ
午後1時45分 吹奏楽演奏
午後2時15分 Love&Peaceコンサート　など
午後2時45分 フィナーレ

●電気自動車乗車体験
環境にやさしい電気自動車です。
①午前10時30分～午後0時30分
②午後1時30分～3時

●燃料電池自動車乗車体験
水しか排出しない次世代エコカーです。
①午前10時30分～11時30分　②午後1時30分～3時

●不用園芸土の回収、再生園芸土の無料配布
　（品川区清掃事務所ブース）
不用園芸土の回収をします。根や石などの異物を取り除いてお
持ちください。また回収し、減菌処理後、腐葉土を添加した再
生園芸土を無料で配布します。
※配布予定量がなくなり次第終了します。

●ソーラー工作教室
太陽光を利用したおもちゃを作る教室です。かわいいカエルが、
ピョーンと跳ぶソーラーフロッグを作ってみませんか。
時間／午後1時～2時30分
場中小企業センター3階小会議室
人小学3年生以上の方30人（先着）
￥1,000円
※受付は当日午前11時30分から、公園管理事務所脇のテントで
行います。

グラウンド

トリム広場

体育館

中小企業
センター

トイレ

区役所
第二庁舎

区役所
本庁舎

トイレ

至
大
崎
駅

至下神
明駅

グラウンド
アトラクション

模擬店

環境
展示

ステージ

中小企業センター
まつり

本部

しながわ中央公園

区役所
第三庁舎

環境ワークショップ

燃料電池自動車
乗車体験

公園管理事務所

トイレ

環境展示

電気自動車乗車体験

フリーマーケット

フリーマーケット

ソーラー工作教室
（3階小会議室）

不用園芸土の回収
再生園芸土の無料配布

トイレ

トイレ

休憩コーナー

使用済み
天ぷら油の回収

ソーラー工作
教室受付

車

使用済み
天ぷら油回収機
「ゆかいくん」

至大井町駅

東京吹奏楽団のレッスンを受けられる絶好
のチャンス。プロの楽団と一緒に大舞台で
演奏してみませんか。

人次の全てにあてはまる方20人程度（抽選）
・区内在住か在学の小中学生
・募集楽器の経験者（楽譜が読めて自分で練習
できる）
・全日程の練習とリハーサル・本番に参加でき、
楽器を持参できる
募集楽器／フルート、オーボエ、クラリネット、
サックス、ファゴット、トランペット、ホルン、
トロンボーン、ユーフォニウム、チューバ
演奏曲／組曲「しながわ物語」吹奏楽版からの
抜粋曲（組曲「しながわ物語」は品川の名所・旧
跡・古今の物語をもとに創られた曲です）

練習日程／
①6月28日㈰13:30～16:30
②7月12日㈰13:30～16:00
③9月6日㈰13:30～16:00
④10月8日㈭18:30～20:30
⑤10月18日㈰13:30～16:30
⑥10月24日㈯時間未定　リハーサル
会場／①～⑤五反田文化センター（西五反田6
－5－1）、⑥きゅりあん（大井町駅前）
￥1,500円（レッスン料込）
※途中キャンセルの場合、お返しできません。

申5月22日㈮（必着）までに、往復はがきに「ドリームステージ」とし住所、氏名（ふりがな）、
年齢と学年、保護者連絡先、区内在学の場合は学校名、楽器名・経験年数を品川文化振興事業団
文化企画係（〠140－0011東大井5－18－1☎5479－4112）へ

絆
きずな

ひろげる
ボランティアシップ

5月24日㈰
午前10時～午後3時　※小雨決行。

※区役所駐車場の利用はできません。
お越しの際は、公共の交通機関をご利用ください。

会場では環境についての様々な展示やアトラクションが盛りだくさん。
家族や友達同士など、みんなで楽しみながら学び、考え、話しをして、
行動に移してみましょう。そして環境について活動の環

わ

を広げましょう。
　　　　　  環境課☎5742－6755

5月24日㈰は、
しながわ中央公園に行こう!!
環境についてみんなで
楽しみながら、
考え、行動しよう!

しながわ中央公園（区役所前）
中小企業センター（西品川1－28－3）

●雪の遊び場
●グラウンドアトラクション
　 ダンス、バンド演奏、ふわふわ空気ドー
ム、ボールプール、ブラインドサッ
カー・ホッケー体験など。

燃料電池自動車

このイベントは
「ごみゼロ」をめざしています

ウルトラセブン×らんま先生エコサイエンスパフォーマンス

会 場

会場ではごみの量が少なくなる回収型の容器
を使用しています。容器回収にご協力ください。
また、模擬店では国産間伐材・端材の割り箸を
配布します。

問い合わせ

エ コ

●作品展示
写真、生け花、押し花、書道、絵画、篆

てん

刻
こく

、短歌、絵手
紙　他
●伝統工芸の実演（品川区伝統工芸保存会会員）
｢理美容鋏

はさみ

製造｣ 新保欽二、｢江戸切り子｣ 川辺勝久
●年金など各種相談
社会保険労務士会品川支部、東京商工会議所
品川支部、東京信用保証協会五反田支店　
●グッズ販売コーナー
品川職人組、女性起業家交流会
●品川伝統の味の販売
焼団子、和菓子　他
●しながわみやげPRコーナー

 23日㈯・24日㈰

●プロによるこども囲碁教室（午前10時～正午）
小学生以上を対象にプロが初歩から手ほどきします。教室
終了後は自由対局ができます。
講師／伊藤義夫
●包丁研ぎ（東京都建設組合戸越支部）　
受付／午後2時まで ※1人2本まで。
●親子木工教室（東京都建設組合戸越支部）
モザイクタイル、表札書き
●お茶席
初心者向けに茶道の作法を指導します。
●日曜コンサートスペシャル（午後1時～3時45分）
出演／品川クラシック音楽協会

●プロによる囲碁教室（午前10時～正午）
囲碁愛好家に初級・中級の理論・実践を伝授します。教室
終了後は自由対局ができます。
講師／伊藤義夫（日本棋院）
●住宅相談コーナー（東京都建設組合戸越支部）
改築・リフォームなど住宅についてなんでも相談できます。
●ふぁみりーコンサート（午後1時～3時45分）
出演／品川クラシック音楽協会
●ふれあい作業所販売コーナー
手作りのアクセサリー品、リサイクル自転車（売り切れ次
第終了、予約不可）　他

 23日㈯

 24日㈰

中小企業センターで活動するサークルの作品展やコ
ンサート、伝統工芸の実演、生活に役立つ各種相談
コーナーなど盛りだくさんの催しがあります。品川の
味も楽しめます。お気軽にお越しください。

5月23日㈯・24日㈰午前10時～午後4時
　会　　　場　中小企業センター（西品川1－28－3）
　問い合わせ　商業・ものづくり課管理係
                  ☎5498－6335

中小企業センターまつり
ブラインドサッカー

出前体験教室参加団体募集
品川区民芸術祭2015

Dream Stage 出演者募集！！ドリーム ステージ

作品展示

親子木工教室
（モザイクタイル）

作品展示

ホッケー体験 バンド演奏

10月25日㈰
きゅりあん大ホール

しながわECOクイズラリー開催！
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特別区立幼稚園妊娠出産休暇・育児
休業補助教員採用候補者の募集
●臨時的任用教員（幼稚園）
人昭和30年4月2日以降に出生し、幼稚園
教諭普通免許状を現に有する、国公私立
幼稚園の正規任用教員（東京23区の区立
幼稚園臨時的任用教員は含むが非常勤講
師などは含まない）として1年以上の経験
がある方
選考方法／書類選考と面接　
※面接は、新規応募者と特別区立幼稚園
の臨時的任用教員として最近5年間に勤
務実績のない方が対象。
募集案内の配布場所／特別区人事・厚生
事務組合、区役所
申6月1日㈪・2日㈫に所定の書類を本人
が特別区人事・厚生事務組合教育委員会
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）へ持参　※更新者で過去5年
間に区立幼稚園の臨時的任用教員として
勤務実績のある方は、5月26日㈫（消印
有効）まで郵送による受け付けが可能。
問特別区人事・厚生事務組合教育委員会
事務局☎5210－9894
品川区指導課☎5742－6831

健康センター休館のお知らせ

●品川健康センター
日5月20日㈬
問同センター☎5782－8507
●荏原健康センター
日5月17日㈰
問同センター☎3788－7017

　

『品川区史2014』早わかり講座
（八潮地区編）
「品川区史2014」に掲載されなかったこ
とも交え、八潮地域の歴史と特色をわか
りやすく話します。
日5月30日㈯午後2時～3時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－
11）
人80人（抽選）
申5月20日㈬（消印有効）までに、はが
きかFAXで住所、氏名、電話番号を総務
課総務係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6625 Fax3774－6356）へ

ひとり親家庭のためのパソコン教室
（第1期）
オフィスソフトの応用スキルを習得し、
実務能力をアップします
日6月6日㈯・14日㈰・20日㈯
午前9時30分～午後4時30分（全3回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内在住か在勤でワード・エクセルの
経験があり全回出席できるひとり親家庭
の親20人（抽選）
申5月15日㈮までに、電話かFAX、Eメー
ルで住所、氏名、年齢、電話番号、託児
希望の方はお子さんの氏名・年齢・性別
を品川区母子寡婦福祉連合会（☎6417－
1295 Fax6417－1296 shinagawaku.
with@krf.biglobe.ne.jp）へ
問子ども家庭支援課家庭支援係
☎5742－6589　

ファミリー・サポート・センター
会員養成講座
地域で、子育てのサポートをしてくれる
方の養成講座です。
日5月25日㈪～29日㈮午前9時30分～正
午（全5回）   ※27日㈬は午前9時～正午。
内事業概要、救命講習、保育実習など
人区内在住で20歳以上の方
※託児は2歳～就学前のお子さん。
￥1,400円（教材費）
場申5月16日㈯（消印有効）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、受講の理由、託
児希望の方はお子さんの年齢・性別を平
塚ファミリー・サポート・センター（〠142
－0051平塚2－12－2☎5749－1033）へ
問子ども家庭支援課家庭支援係
☎5742－6385

東京医療保健大学パートナーシップ講
座「スマホでできる！健康管理」
日6月6日㈯午前10時～正午
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－
11）
講師／瀬戸僚馬（東京医療保健大学講師）
人16歳以上の方50人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん2人以上で
実施
申5月15日㈮（必着）までに、往復はが
き（1人1枚）で講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、手話通
訳希望の有無、託児希望の方はお子さん
の氏名（ふりがな）・月年齢・性別を文化
観光課生涯学習係へ

初級「傾聴ボランティア講座」

講義・演習を通して傾聴について学び、
傾聴ボランティアとして活躍しませんか。
日6月1日㈪・11日㈭・15日㈪
午後1時～4時30分（全3回）
講師／別府明子（心理カウンセラー）
人全回参加可能な方20人（抽選）
￥300円（資料代）
場申5月22日㈮までに、電話で品川ボラ
ンティアセンター（大井1－14－1☎5718
－7172）へ

公園で愛犬と一緒に楽しむための
「愛犬しつけ教室」

日時 会場

5/10
㈰

9:15～11:30 しながわ中央公園（区役所前）

13:30～15:45 東品川海上公園（東品川3－9）
内警察犬訓練士によるアジリティー（障害
物）訓練、実技指導、質疑応答他
人飼い主と飼い犬各20組（先着）
申午前9時～午後5時に、電話でしながわ
中央公園管理事務所☎5740－5037へ

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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　●お知らせ

講座・講演

レッツ スポーツ
　宮前地区卓球教室
日5月17日～6月14日の日曜日
午後1時30分～4時（全5回）
￥1回100円　
運営／宮前地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履きを
持って宮前小学校（戸越4－5－10）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　なぎなた初心者教室
日6月1日～8月3日の月曜日
午後7時～8時30分（全8回）　
※小・中学生は午後8時まで。
場総合体育館
人16歳以上の方15人、小・中学生10
人（抽選）  　※男性も可。
￥4,200円、小・中学生2,100円（保険
料込）　※なぎなたは無料で貸し出し。
申5月15日㈮（必着）までに、往復は
がきかFAXで教室名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、小・中学生は学年、
電話番号をスポーツ協会へ

　第1回バドミントン大会
日6月7日㈰午前9時から　
場総合体育館
内ミックスダブルス戦（クラス別リー
グ戦）
￥1組4,400円、協会登録者3,000円
主催／品川区バドミントン協会
申5月20日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（5月18日㈪を除く）

　「太極拳ゆったり体操」区民講習会
身体機能の衰えを防ぎ、回復させるこ
とを目的に、太極拳の特徴的な動作を
取り入れた介護予防の体操です。
日6月10日㈬午後1時30分～3時
（午後1時15分より受け付け）
人30人（先着）　　￥500円
主催／品川区武術太極拳連盟
場参当日、運動のできる服装で上履き
と費用を持って荏原第五区民集会所
（二葉1－1－2）へ
問スポーツ協会

　水泳教室【5～10月】

教室名 コース 対象 曜
日 時間 回数 参加費 人数

（抽選） 会場

女性 Ｎ1 16＊
～70歳 木 9:30～11:00 9回 6,750円

各
10人

日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

八潮
健康 YW 50歳以上 金 11:30～13:00 7回 5,250円 八潮学園温水プール

（八潮5－11－2）

￥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5月8日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名、年齢、
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。
※YWは水中運動を含みます。

電子

電子

〠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

＊の年齢は28年3月現在。
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放送大学パートナーシップ講座
「現代社会とライフスタイル」

日程（全2回） テーマ・講師

6/6㈯

インターネットは私たちの
日常生活を変えるのか？　

高橋秀明（放送大学准教授）

6/13㈯
電気を生かして生活しよう
鈴木浩（放送大学東京渋谷
学習センター客員教授）

※時間は午後2時～4時。
場こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）
人16歳以上の方90人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん2人以上で
実施
申5月18日㈪（必着）までに、往復はが
きで講座名、住所、 氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、手話通訳希望の
有無、託児希望の方はお子さんの氏名（ふ
りがな）・月年齢・性別を文化観光課生涯
学習係へ

消費者月間特別講演
「身近な消費者問題の対処法」
日5月22日㈮午後2時～3時30分
場講堂（第三庁舎6階）　
講師／菊地幸夫（弁護士）
人100人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－
7181へ

防災アドバイザー研修　受講生募集

災害時に自主避難が困難な「災害時要援
護者」を支援する体制作りを進めるため、
地域の防災リーダーを育成する研修です。
回 日程（全2回） 会場・対象

第
１
回

6/20㈯
9:30～16:30

品川第二
区民集会所
（南品川5－3
－20）

品川・大
井・八潮
地区在住
の方

6/21㈰
9:30～12:00

第
２
回

6/27㈯
9:30～16:30

荏原第五
区民集会所
（二葉1－1－
2）

大崎・荏
原地区在
住の方　6/28㈰　

9:30～12:00 

───────共　　通───────
人両日参加できる18歳以上の方各10人
（先着）
内1日目：災害時要援護者に関する基礎講
義、避難誘導ワークショップ体験（まち
歩き）　など
2日目：支援体制作りに関する講義、個別
支援計画作成体験　など
※町会・自治会の推薦者と合同の研修で
す。
※1日目は昼食を用意します。
申5月29日㈮までに、電話で防災課☎
5742－6696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資格取得もできる はじめてのラッピ
ング講座

日5月12日～6月23日の火曜日
午後3時30分～5時30分（全4回）
※全6回のうち3回目からの途中入会。
人15人（先着）　
￥6,800円（教材費別）
②ポップに！ガールズダンス　
日5月15日～6月12日の金曜日
午後5時～6時15分（全5回）
※全8回のうち4回目からの途中入会。
人小学4年生～大学生の女子16人（先着）
￥8,000円
③書道の腕を生かす
賞状書士養成講座＜初級＞
日5月12日～6月23日の火曜日
午後6時30分～8時30分（全4回）
※全6回のうち3回目からの途中入会。
人12人（先着）　
￥19,500円（教材費込）
④ボサノバを歌おう
日5月10日～6月21日の日曜日
午後1時30分～3時（全4回）
※全6回のうち3回目からの途中入会。
人16人（先着）　￥6,500円（教材費込）
⑤はじめての三味線教室
＜30分個人稽古＞
日5月12日～6月9日の火曜日
午後0時30分～3時（全3回）
※全5回のうち3回目からの途中入会。
人5人（先着）　
￥9,000円（三味線レンタル料別）
───────共　　通───────
場申電話で、メイプルセンター（西大井駅
前☎3774－5050）へ

25周年記念福栄会まつり

地域の方に日頃の感謝をこめて、福栄会
まつりを開催します。
日5月10日㈰午前10時～午後3時
内模擬店、アトラクション、クイズラリー
など参加型イベント
場問福栄会（東品川3―1－8☎5479－
2981）

認知症カフェ
「オレンジカフェしなふく」
認知症の症状で悩んでいる方や家族、地
域のどなたでも、集える場です。
日5月16日㈯午前10時～午後2時30分
※ミニ講座「認知症を正しく理解しよう」
（午前）、「生活習慣病について」（午後）
もあります。
場参当日、直接品川総合福祉センター（八
潮5－1－1☎3790－4839）へ

自転車安全教室開催のお知らせ
日5月15日㈮正午～午後0時45分
※雨天中止。
場大崎駅西口前道路
※午前11時～午後1時まで車両通行止め
にします。
※座席の用意はありません。
内スタントマンによる交通事故の再現
問土木管理課交通安全係☎5742－6615
大崎警察署交通総務係☎3494－0110

文化・イベント情報文化・イベント情報

●1日㈮～6日㉁／佐藤隆三水彩画個展
●8日㈮～13日㈬／第33回八雲展（油
彩、水彩、日本画、彫刻、工芸）
●16日㈯～20日㈬／M

メ イ ク ス

AYX写真展2015
●22日㈮～27日㈬／一水会書展（かな
書道）
●29日㈮～6月3日㈬／第26回東彩会
展（油彩、水彩、アクリル、磁器絵付）
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。

日6月3日㈬午後1時10分～2時40分
内Think on the line! ～シェイクスピア
の台

せ り ふ

詞を詠む
場参当日、同大学（東五反田3－16－
21☎5421－3269）へ 

●6日㉁～11日㈪／墨と色の響
きょう えん 

宴̶中
国実力派画家五人展（水墨、油彩）
●13日㈬～18日㈪／第14回草画会展
（油彩）　
●20日㈬～25日㈪／みずわ会第40回
油絵展　
●27日㈬～6月1日㈪／〈パステル画〉第
26回ラ・パステ展（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5月16日㈯午前11時～正午
内C型慢性肝炎の最近の治療
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　5月の催し 区民ギャラリー　5月の催し

清泉女子大学英語英文学科
第11回演劇ワークショップ

東芝病院市民公開講座

イベント
●JABA展（硝

が ら す

子工芸作品）　4
月29日㈷～6月29日㈪（㈫を除く）
午前10時～午後5時。さくらてらす
五反田ギャラリー（東五反田２）。☎
090－7182－2055日本ブラスト
アート協会・山田
●住宅相談・包丁とぎなど　5月
24日㈰午前10時～午後3時。三睦
会会館（南品川3）、南部建設会館（戸
越6）、NFパークビル前広場（二葉2）。
☎3787－2110東京南部建設技能
組合
●第26回HAB研究機構市民公開
シンポジウム「健康な腸寿のすす
め」　6月27日㈯午後1時～5時。昭
和大学上條講堂（旗の台1）。200
人先着。電話でHAB研究機構事務
局☎047－329－3563へ

●高次脳機能障害サポーターにな
りませんか　5月17日㈰午後2時～
4時。荏原第五 。100人先着。電
話で高次脳機能障害者と家族の会
品川支部・渡辺☎3781－0921へ
●第24回邦楽の夕べ　筝

 そうきょく

曲、尺八、
長唄他。5月30日㈯午後1時～4時。
当日きゅりあんへ。☎3787－5198
品川区邦楽連盟・林
●品川朗読サークル「あやの会」
朗読発表会『白旗の少女』　5月19
日㈫午後1時30分～4時。250人先
着。当日五反田文化 へ。☎3774
－1909白澤

サークルなど
●直

なお

毘
び

会
かい

（古事記・万葉集）　初
心者歓迎。第2・4㈫午前10時。きゅ
りあん。6カ月7,000円。（入）1,000円。
☎5479－9229野中

●西小山トリムクラブ　㈬午後7
時。荏原第六中。3カ月3,000円。
（入）1,000円。☎3782－4987野中
●富士見台クラブ　㈪午後7時。
冨士見台中。3カ月2,000円。（入）
500円。☎3775－0717菅野
●はつらつ気功　①㈪午前10時
②㈪㈬午前10時。後地シルバー
。月①2,000円②3,000円。☎

3712－7672小西
●SD会（社交ダンス）　初心・経
験者歓迎。㈪午後1時。五反田文化
。月3,000円。（入）1,000円。☎

3786－6346今井
●蝌

か

蚪
と

学
がく

堂
どう

（中級中国語）　第2～
4㈮午後1時30分。荏原第四 。月
3,000円。☎3782－3630西下
●東京ウインドブラスオーケスト
ラ　㈰午後。戸越台中他。月2,000
円。☎090－4359－6934中摩

●琴和会（大正琴）　貸し出し用琴
あり。第2・4㈭午後2時。ウエルカム
原。月2,000円。☎3762－9281

篠崎
●若葉会（卓球）　初心者歓迎。㈮
午後7時。伊藤小。1回100円。☎3777
－4285河路
●一日野太極拳クラブ　㈮午後7
時。第一日野小。月500円。（入）1,000
円。☎3490－1678阿川
●品川オール・スターズ還暦軟式
野球クラブ　60歳以上。㈫㈯午
後1時。天王洲公園グラウンド他。
月2,000円。（入）1,000円。☎090－
5485－0927吉田
●品川囲碁愛好会　初級者・見学
歓迎。第1・3・4㈯午後1時。南部
労政会館（大崎１）。年男性5,000円、
女性2,000円。☎090－1817－6936
小野

●小筆を楽しむ会（書道、写経等）
道具あり。第2・4㈫午前10時。ス
クエア荏原。月2,000円。（入）1,000
円。☎090－3220－7258根津
●キャロット（パッチワーク）　第2・
4㈫午前10時。中小企業 。月3,000
円。☎090－4200－5293黒須
●品川ペンクラブ（本の読み方・
文の書き方）　第2㈪午後2時。きゅ
りあん。月1,000円。☎3700－2280
大倉

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

催　し
電子

5月11日㈪から20日㈬まで
「やさしさが　走るこの街　この道路」

春 区品 通 全の 交川 安 運 動

横断歩道以外の場所で道路は渡らない、信号を
守るといった基本的な交通ルールを守りましょう。
運転者は、子どもや高齢者を見かけたら、徐行す
るなど思いやりのある運転を心掛けましょう。

　運動の基本　
子どもと高齢者の交通事故防止
　運動の重点
1　自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）
2　全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
3　飲酒運転等の根絶
4　二輪車の交通事故防止

問土木管理課交通安全係☎5742－6615

■4月1日号当欄記載の連絡先に誤
りがありました。正しい情報は次の
とおりです。
●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（午前）



● 消費者月間
● がん検診・健康診査 ・外国人人口…………10,836

　　男………………… 5,300
　　女………………… 5,536

総人口…………… 373,732世帯…………………206,797

・日本人人口………… 362,896
　　男…………………  177,993
　　女…………………  184,903

  人口と世帯（平成27年4月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　5月11日号

　

平成27年（2015）

5/1
1957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

タレント サヘル・ローズ
が、毎回しながわのすて
きな場所・人・ものを探し、
紹介する新番組。初回は
濱野区長にインタビュー。
おすすめスポットを訪れ
ました。

新番組
サヘル・ローズの
天
あっぱれ

晴！品川

区の情報をツイッターでも
配信しています
アカウント名は「shinagawacity」です。
http://twtr.jp/shinagawa 
cityにアクセスしてご利用く
ださい。携帯電話で利用す
る場合は、右のQRコードか
ら登録できます。
問広報広聴課☎5742－6631

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。

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。

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5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
　 目指せ2020年！ホッケーを知ろう

区
か
ら
の
お
知
ら
せ

日 サヘル・ローズの天晴！品川  
　 サヘル見参！

月 しながわのチ・カ・ラ
　 しながわ梵鐘物語

火 品川歴史探訪　
目黒川

水
しながわのチ・カ・ラ
ファインダーが見
つめる品川Part2

品川歴史探訪
品川用水を辿る

三之助　とっておきの品川
遊び心も薫り立つ！
喫茶マーブル

木

三之助  とって
おきの品川
交流で育む！
品川区の就学前教育

品川の昔話
治郎兵衛と
孟宗筍

トビーが行く
ボランティア体験in
児童センター

金 復活！しながわ探検隊 トビーが行く
しながわ坂物語

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

　区では、「次代につなぐ環境都市」の実現に向
けて、様々なみどりの働きを生かすことで、住み
続けたいまち・訪れたいまちをめざしています。
　地域のみどりを守り、育むには、区民の皆さん
一人ひとりの協力が必要です。身近には、気軽
に始めることのできる緑化活動がありますので、
できることから皆さんも始めてみませんか。
　　　　　  

　皆さんの身近にみどりを増やし育てていくこ
とは、地域の環境とまちなみの景観を向上する
ことにつながります。
　区では、「屋上緑化等助成制度」や「生垣助成
制度」、災害の危険度が高いモデル地区には「防
災緑化助成制度」
を設け、新たに
緑化などを行う
場合に、費用の
一部を助成して
います。

　土に触れ、野菜などの収穫を楽しみながら緑
化を進める区民農園（マイガーデン）の貸し出
しを行っています。
●マイガーデン南大井（南大井1－13）
　32区画（1区画10㎡）
※毎年1月頃に本紙などで利用者を募集します。

　大木や広い面積の樹林のうち、容姿・健康に
優れたものを「品川区みどりの条例」に基づき
保存樹、保存樹林として指定しています。維持
管理の一部を区がお手伝いします。

　みどりと花の
フェスティバルや
園芸講座など、み
どりに親しむ各種
イベントを開催し
ます。開催時期は
本紙などでお知ら
せします。

　公園などの清
掃や花壇の手入
れをしていただ
く「みどりと花
のボランティア」
を募集していま
す。区内在住か
在勤の3人以上
の団体で1年以
上継続して活動
していただける
方の連絡をお待
ちしています。

●活動に必要な道具の一部は区で用意します。
●花苗などを購入する費用の助成制度がありま
す。

屋上緑化

生垣緑化

　300㎡以上ある敷地
に建物を建てる場合、
区が定めた基準以上の
緑化をしていただいています。
　また、緑化したもののなかから、特に
優れたものを ｢みどりの顕彰制度｣ によ
り表彰しています。
　26年度の受賞は次のとおりです。

●緑化大賞
「新目黒東急ビル」（上大崎2）
「新阪急大井ビル」（大井1）

●緑化賞
「ブランシエラ品川勝島」
「ザ・パークハウス大森」
「ブリリア大井町ラヴィアンタワー」
「荏原7丁目個人邸」

います。

優れた緑化を
表彰します

新阪急大井ビル

新目黒東急ビル

　高木の枯れ枝などを放置しておくと、
枝の落下による事故につながる恐れがあ
ります。日頃から注意し適切な管理をお
願いします。

●ご協力お願いします●
「高木をお持ちの皆さんへのお願い」

みどり豊かな
まちづくり

み 育なん むで

   問い合わせ 公園課みどりの係☎5742－6799
　　　公園維持担当☎5742－6526


