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5月は消費者月間です
みんなでつくろう！消費者が主役の社会!!

美容医療トラブルが増加中です

劇場型の勧誘による被害は
減っていません

ワンクリック請求には要注意

インターネット通販は店舗など
の確認を

繁華街での甘い誘惑にご注意を

原野商法の二次被害に
気をつけましょう

美容のために体にメスを
入れたり注射をすること
には一定の危険をともな
います。あらかじめよく
考えて、医師から効果や
リスクについて説明を受
けてから契約しましょ
う。勧められるままに必
要のない施術をすると、
後悔することになりかね
ません。

「名義を貸して。後で
高値で買い取る」と言
われ、金融商品を購入
したがその後連絡が取
れないという相談が寄
せられています。損を
取り戻したいと思って
いる被害者が、救済団
体を名乗るところから
手数料だけ取られたと
いう二次被害も増えて
います。

アダルトサイトなどにアク
セスし、高額な請求を受けた
という相談が多く寄せられ
ています。有料契約の登録完
了を装った画面を消すため
に「誤作動で登録の方・退会
手続きはこちら」などの案内
には従わず、静観し様子を見
ましょう。

「ネットで注文し、代金
を振り込んだが届いた
物は偽物で、メールし
ても返信がない」とい
う相談が多くあります。
注文前に、ホームペー
ジの日本語表記がおか
しくないか、店舗名・
住所・連絡先を確認し
ましょう。

「モデルにならないか」と声をか
け、その条件として「エステ代
は後から返金するので実質無料」
とローンでエステを契約させ、
数回返金した後で連絡がとれな
くなるという相談が増えていま
す。冷静な判断ができない気持
ちを利用した悪質な手口です。

「広告を載せれば買い手が
付く」などと言葉巧みに近
づき、測量費、広告費など
の名目で金銭を支払わせる
原野商法の二次被害が増え
ています。近年では相続し
た方が被害にあうこともあ
るため、家族には事実を伝
えておきましょう。
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心

●毎
月1・11・21日

発
行

　　

がん検診・健康診査…………………………………4

27年度 軽自動車税 …………………………………5

しながわ写真ニュース ………………………………8

もくじ

消費者センター消費生活相談
月～金曜日　午前9時～午後4時（来所・電話） 土曜日電話相談　午後0時30分～4時 第4火曜日夜間電話相談　午後4時～7時

おかしいな、変だなと思ったら、

１人で悩まずに
早めに相談をしてください。

大井1－14－1大井1丁目共同ビル

☎5718－7182

※クーリング・オフ（契約解除）については2ページをご覧ください。

あなたの土地を
買いたがっている
人がいます

今日、この施術も追加すると
お安くなりますよ

これ、ニセモノ ！

名義だけ貸してもらえれば
手数料を払いますよ

名義だけなら

モデルにならない？
エステ代は後から
返金するので

登録
完了

あれ？
いつのまに！？
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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

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 7/19㈰ 9:30～12:30

13:30～16:30
荏原保健
センター 7/ 4㈯ 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6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

　むし歯撃退教室

日6月3日㈬午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、フッ
化物歯磨剤使用法・効果的な歯磨き（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）
場申5月14日㈭から、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2902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）

5月17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17日㈰

　　　柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171

　　　おくの歯科医院 戸　越 4 － 7 －14 ☎3788－8241

　　　みちこ歯科医院 戸　越 1 － 3 － 8 ☎3782－0504

　　　ケアステーション整骨院 大　井 1 －45－ 4 ☎3771－2727

　　　かとう整骨院 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525

  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16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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　 障害者歯科健診のご案内
障害のある方へ無料の歯科健診を実施しています。歯科健診をきっかけに
かかりつけ歯科医を持ち、歯の健康を保ちましょう。
健診回数／年1回
内むし歯・歯周病などの健康診査
人区内在住で、4月～28年3月に20～35歳になる身体障害者手帳・愛の手
帳（東京都療育手帳）・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
申月～金曜日の午前9時～午後5時に、電話かFAXで品川歯科医師会（☎
3492－2535Fax3493－5056）、荏原歯科医師会（☎3785－4129Fax3783
－1948）へ
※実施歯科医院を紹介します。
※障害の程度や身体の状態によっては、紹介できない場合や当日、健診を
実施できない場合があります。
問健康課保健衛生係☎5742－6743

■パネル展

くらしに役立つ情報や注意情報などのパネル展示
を行います。
日5月11日㈪～21日㈭午前8時30分～午後5時15分
※土曜日は除く。火曜日は午後7時まで。
場第二庁舎3階ロビー

■街頭啓発

悪質商法被害防止の街頭啓発
を行います。

日5月29日㈮午後2時30分から
場大崎駅改札周辺

■特別講演会「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、消費者センターへ
※すでに募集を開始しています。空き状況につい
てはお問い合わせください。

　光化学スモッグは、夏場の晴れた風の無い日
に起こりやすくなります。
　防災無線・掲示幕で光化学スモッグ注意報な
どをお知らせします。発令された時は、次の事
を心がけましょう。
①屋外になるべく出ない。
②屋外での運動を控える。
③目やのどに刺激を感じたら、洗顔・うがいを
する。

〇症状のひどい時は、病院で診察を
受け、最寄りの保健センターへご連
絡ください。

品川保健センター☎3474－2000
大井保健センター☎3772－2666
荏原保健センター☎3788－7013

問い合わせ／環境課指導調査係☎5742－6751

光化学
 スモッグ

にご注意！

5月は消費者月間です 問消費者センター☎5718－7181

クーリング・オフは訪問
販売・訪問買い取り、電
話勧誘販売や路上で呼び
止められ契約した場合な
どに適用できます。
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○契約書を受領した日から8日以内（消印有効）、マルチ・
内職商法は20日以内に書面で発送
○必ずコピーを取り、特定記録か簡易書留で送り、送った
証拠を残す

※クーリング・オフができるかどうかや書き方など、詳しく
は消費者センターへお問い合わせください。

クーリング・オフ（契約
解除）は必ず書面で！

クーリング・オフの書き方
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第六期介護保険制度推進委員会の委
員を募集します
介護保険制度を円滑に運営するための
「品川区介護保険制度推進委員会」の委
員を募集します。
任期／7月～30年6月（3年間）
内委員会への出席（年2～5回程度）
人区内在住で、40歳以上の方5人程度（選考）
申5月25日㈪（必着）までに、高齢者福
祉課、地域センターで配布する申込用紙
を同課支援調整係（〠140－8715品川区
役所本庁舎3階☎5742－6728）へ郵送
か持参
※申込用紙は区ホームページからダウン
ロードもできます。

障害がある方に自動車関係の助成を
します
●福祉車両の購入・改造費の助成
車いすで容易に乗れる自動車の購入・改
造費用の一部を助成します。
人身体障害者手帳をお持ちで常時車いす
を使用する方
助成金額／車両購入費300,000円
車両改造費150,000円　
●自動車改造費の助成
重度の身体障害者が自ら運転するために
自動車の改造が必要な場合に要する費用
の一部を助成します。
人上肢・下肢・体幹機能障害1級か2級の方
助成金額／（所得により）133,900円か
66,950円
●自動車運転免許取得費の補助
障害者が自動車運転免許を取得するとき
に要する費用の一部を助成します。
人身体障害者手帳3級以上（内部障害者
については4級以上、下肢・体幹機能障
害は5級以上）か愛の手帳をお持ちの方
助成金額／（所得により）164,800円か
144,200円か123,600円
―――――――　共　通　―――――――
※所得制限など、条件があります。詳し
くはお問い合わせください。
問障害者福祉課障害者福祉係（本庁舎3
階☎5742－6707Fax3775－2000）

測定器などの貸し出し
騒音計・振動計・放射線測定器の貸し出
しを行っています。
人区内在住か在勤で、受け取り・返却時
に来庁できる方
貸し出し期間／15日以内
貸し出し方法／電話で貸し出し状況を確
認のうえ、環境課指導調査係（本庁舎6
階☎5742－6751）へ

武蔵小山創業支援センター
オフィス入居者募集
商業・サービス業の創業希望者・創業3年
未満の事業者の育成を目的としたイン
キュベーション施設です。
所在地／小山3－27－5
募集対象・￥603号室（9.75㎡）＝月
39,000円、保証金117,000円
入居期間／2年間
※状況により2年以内の更新1回可。
応募資格／次の全てにあてはまる方
・サービス業か小売業で、半年以内の創
業予定者か創業後3年未満の中小企業者
・本施設設置の目的を理解し、成長意欲
が高い
・インキュベーションマネージャーなど
による支援を必要としている
申込期限／5月30日㈯（必着）
※要件や申し込み方法など区ホームペー
ジをご覧になるかお問い合わせください。
※内覧を希望する方は同センター☎5749
－4540へ予約してください。
問商業・ものづくり課☎5498－6352

「しなぼうキャラばん隊」の募集
区の防犯マスコット「しなぼう」ととも
に行事などに参加し、防犯活動に協力し
ていただくPRマスコット（ゆるキャラ®）
と、日常業務に付随して防犯パトロール
を実施していただく事業者を募集します。
内区と協定を締結し「しなぼうキャラば
ん隊」として認定
人区内で活動するＰＲマスコットの所有
者か集配などの業務で区内を巡回地域と
する事業者
問地域活動課生活安全担当☎5742－
6592

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
学校説明会「体験授業①」
日6月13日㈯午後1時30分～3時30分
内体験授業、学校案内（学費・授業内容・
就職状況・入学選考）、個別相談など
※体験授業は毎回内容が異なります。
人介護福祉士をめざしている方
場問当日、直接同校（西品川1－28－3☎
5498－6364）へ
※学校見学も随時受付中（要予約）。

高年齢者向けミニ就職面接会
日5月14日㈭午後1時～3時
人おおむね55歳以上の就職希望者
場申電話で、サポしながわ（西品川1－
28－3☎5498－6357）へ

交通事故などによるけがで国民健康
保険を使うときは、必ず届け出を
交通事故や傷害など第三者の行為によっ
て傷害を負い、国民健康保険を使って治
療を受ける場合は、必ず事前の届け出が
必要です。状況を確認後書類などを案内
します。すみやかにご連絡ください。
●次の場合、国民健康保険を使って治療
を受けることはできません
・加害者から治療費を受け取っているとき
・業務上のけがで労災保険が適用される
とき
・酒酔い運転、無免許運転などによるけ
がのとき
問国保医療年金課給付係☎5742－6677
※国民健康保険以外の保険（後期高齢者
医療制度を含む）に加入している方はそ
れぞれの保険者にご相談ください。

講座・講演

品川歴史館古文書入門講座
「品川歴史館新収史料を読む」
新しく収蔵した史料を題材にして、古文
書の読み方とその魅力を学びます。
日6月12日～7月17日の金曜日
午後6時～8時（全6回）
講師／北原進（品川歴史館館長）　
人16歳以上の方80人（抽選）

￥2,000円
場申5月22日㈮（必着）までに、往復はが
き（1人1枚）に「入門講座」とし、住所、
氏名、年齢、電話番号を品川歴史館（〠
140－0014大井6－11－1☎3777－4060）
へ
〇「開館30周年・品川歴史館のあゆみ」
パネル展開催中。常設展観覧料で観覧で
きます。

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キッズダンス　さいしょの一歩
日5月20日～6月24日の水曜日
午後4時～5時15分（全6回）
※全10回のうち5回目からの途中入会。
人3～6歳のお子さん15人（先着）　
￥9,600円
②ルーシーダットン　
日5月22日～6月26日の金曜日
午後7時～8時30分（全3回）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
人15人（先着）　￥5,100円
③愛唱歌を歌いながらボイストレーニング
日5月20日～6月24日の水曜日
午後6時45分～8時45分（全6回）
※全10回のうち5回目からの途中入会。
人18人（先着）　￥9,300円（教材費込）
④ゴスペルＪＯＹ！
日5月22日（金）、6月12日（金）
午後7時～8時30分（全2回）
※全5回のうち4回目からの途中入会。
人20人（先着）　￥2,900円（教材費込）
⑤社交ダンス＜入門＞
日5月17日～6月21日の日曜日
正午～午後1時15分（全5回）
※全9回のうち5回目からの途中入会。
人24人（先着）　￥6,000円
⑥美しいペン習字～ペン字・筆ペン字
日5月21日～6月18日の木曜日
午後6時30分～8時30分（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
人20人（先着）　
￥7,996円（テキスト代込）
―――――――　共　通　―――――――
場申電話で、メイプルセンター（西大井駅
前☎3774－5050）へ

ファイル情報 
問い
合わせ

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

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

●サロン講師補助　ポ
筋力トレーニングの補助をします。
日週1～2回（火・木曜日）
13:00～15:00　
場西大井ほっとサロン（西大井3）
●習字クラブ指導・補助　ポ
高齢者施設で習字の指導や指導補
助をします。
日週1回（水曜日）13:30～15:00
場ケアセンター南大井（南大井5）
●配膳ボランティア　ポ
障害者施設で昼食の準備・配膳を
します。
日週1回（火・水・木曜日）
11:00～12:00
場西大井福祉園（西大井5）

●居室などの清掃　ポ
高齢者施設で居室・フロア・食堂
などの清掃をします。
日応相談
場晴楓ホーム（東品川3）
●縫い物　ポ
障害者施設で洋服などの直しをし
ます。
日10:00～11:00か14:00～15:00
※日にちは応相談。
場かもめ園（八潮5）
●話し相手
高齢者施設で話し相手をします。
日週1回（火・水・金・土・日曜日）
10:00～12:00
場ぷらりす・湯～亀（旗の台4）

26年度は切手120万枚・カード26,204枚ご寄付いただきました。
ボランティアセンターでは引き続き使用済み切手とカード（未使用の切手・はがき・カード
も可）を回収しています。ご協力よろしくお願いします。
問品川ボランティアセンター（〠140－0014大井1－14－1☎5718－7172）

〇ご寄付いただいた切手・カードの収
益金は区内在住の75歳以上の方にお配
りする「敬老杖

つ え

」の購入などに充てて
います。

※　 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5月25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

暮らしの中でのちょっとした心づかいがボランティアの始まりです。
できることから始めてみませんか。

使用済み切手・カードの
ご寄付ありがとうございました



2015年5月11日号4

40歳 55歳50歳 65歳 75歳

　胃がん検診　人40歳以上　　　　

　大腸がん検診　人40歳以上

人40歳以上
※年1回、一般かヘリカルのいずれかを受診できます。
※ペースメーカーを入れている方は受診できません。

　肺がん検診
　（一般コース、ヘリカルコース）

　前立腺がん検診　人55歳以上の男性

　喉頭がん検診　人40歳以上で、喫煙者、喫煙歴のある方、のどや声に自覚症状がある方  

　結核検診　人65歳以上

　肝炎ウイルス検診　人今まで検査を受けたことがない方

35歳

場各医師会
本人負担／1,200円
内バリウムを使った胃部X線直接撮影
※妊娠中、胃の治療中・手術歴があ
る方は受診できません。

場契約医療機関
本人負担／なし
内便潜血反応検査（2日法）

場契約医療機関
本人負担／500円
内血液検査（PSA値測定）

場契約医療機関
本人負担／500円
内喉頭ファイバースコープ検査

場契約医療機関
本人負担／なし
内胸部X線直接撮影

対
象
者
へ
通
知

要予約

要予約

５
〜
７
月
頃
通
知

　子宮がん検診　人20歳以上の女性（偶数年齢。誕生月の前月に受診券などを送付）　　　　　　　　　　　
受診券が必要です

　乳がん検診　人34歳以上の女性
　　　　　　　　 　（偶数年齢。誕生月の前月に受診券などを送付）
　　　　　　　　 　内34～38歳＝超音波検査、視触診　
　　　　　　　　 　40歳以上＝マンモグラフィ検査、視触診（希望者は超音波検査も受診可）
　　　　　　　　 　 ※妊娠中・授乳中などの方、乳房の疾患で治療中・治療後の経過観察中の方、ペースメーカーを入

れている方、豊胸・V-P（水頭症）シャント術などを受けている方は受診できません。

受診券が必要です

要予約

　胃がんリスク検診　人50・55・60・65・70・75歳
※胃の疾患で治療中の方、胃切除後の
方、過去にピロリ菌除菌治療を受けた
方などは受診できません。
※6月頃に受診券などを送付。

受診券が必要です

　成人歯科健診　人40・45・50・55・60・65・70歳
　　　　　　　　 　　　※6月頃に受診券などを送付。

受診券が必要です

　がんをはじめとするあらゆる病気を早期に発見するに
は、検診や健康診査を定期的に受けることが大切です。
　今号では、職場などで検診機会のない区内在住の方を
対象に区が実施しているがん検診などについてお知らせ
します。

問い合わせ　　健康課保健衛生係☎5742－6743 
◎健康保険証など（本人確認できるもの、受診券を要する検診は受診券も）をご持参ください。
◎一部の検（健）診を除き、年1回受診できます。
◎契約医療機関など詳しくは、区ホームページか送付する通知をご覧ください。

※国保基本健診（特定健康診査）については下段参照。

要予約

　国保基本健診（特定健康診査）　人40～74歳の品川区国民健康保険加入者

後期高齢者健康診査
人75歳以上

　障害者歯科健診
　　

通
知
無
し

５
月
下
旬
通
知

　女性の健康診査

本人負担／なし
○ 品川区国民健康保険では、40～74歳の方に国保基本健診（特
定健康診査）・国保保健指導（特定保健指導）を実施しています。
○75歳以上の方には、後期高齢者健康診査を実施しています。
○がん検診などの案内も通知書に同封します。

問い合わせ／国保医療年金課
40～74歳の国民健康保険加入の方＝保健指導係☎5742－6902
※品川区国民健康保険以外の方は、自分が加入する医療保険者にお問い合
わせください。
75歳以上の方＝高齢者医療係☎5742－6937

要予約

場契約医療機関
本人負担／700円
内血液検査（ペプシノゲン・ピロリ
菌抗体検査）

場契約医療機関
本人負担／なし
内子宮頸

けい

部細胞診
※医師が必要と認めた方に子宮体がん
検診を実施。

場契約医療機関、各医師会、検診車
本人負担／500円、40歳以上で超
音波検査も受診する方は1,000円

　35歳からの健康診査
場契約医療機関
本人負担／なし
内問診、血液検査、尿検査、血圧測定

場契約医療機関
本人負担／なし
内虫歯・歯周疾患などの健診

本人負担／なし
内虫歯、歯周疾患などの健診
※本紙2ページもご覧ください。

国保基本健診（特定健康診査）　  後期高齢者健康診査
品川区国民健康保険・後期高齢者医療
制度加入の方が左記の健康診査を受診
せずに、人間ドックを受診をした場合、
費用の一部を助成しています。詳しく
はお問い合わせください。
問保険事業係☎5742－6675

人16～34歳の女性

人35～39歳の方

場契約医療機関
本人負担／なし
内問診、血液検査、尿検査、血圧測定

場一般コース＝契約医療機関、各医
師会
ヘリカルコース＝各医師会
本人負担／一般コース＝なし
ヘリカルコース＝3,000円
※喀

か く た ん

痰検査600円。
内一般コース＝胸部X線直接撮影（問
診により必要な方は喀痰検査）
ヘリカルコース＝胸部CT断層撮影
（希望者は喀痰検査も受診可）

場契約医療機関、品川・荏原保健セ
ンター
本人負担／なし
内血液検査（B型・C型肝炎ウイルス
検査）

がん検診、健康診査がん検診、健康診査がん検診、健康診査
などを定期的に受けましょうなどを定期的に受けましょう

要予約

要予約

人20～35歳で身体障害者手帳などをお持ちの方
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27年度軽軽自自動動車車税税の
納税通知書が発送されました

税務課税務係（本庁舎4階）
☎5742－6667

6月1日㈪ は、27年度軽自動車税の納期限です 　期限までに納付をお願いします

27年4月1日現在に原動機付自転車・軽自
動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車
を所有している方。
※4月2日以降に廃車・譲渡の届け出をしても、
今年度1年分の税金がかかります。

軽自動車税を納めていただく方

納付できる場所

軽自動車税納税証明書について

125cc以下の原付バイク
小型特殊自動車

税務課税務係
☎5742－6667

126cc以上のオートバイ 関東運輸局東京運輸支局
東大井1－12－17 ☎050－5540－2030

軽四輪（乗用・貨物）
軽三輪

軽自動車検査協会東京主管事務所
港区港南3－3－7 ☎050－3816－3100

廃車や登録などの手続き

四輪などの軽自動車税の税率が変わりました

問い合わせ

既に廃車・譲渡したにもかかわらず、納税通知書が届いた方は、手続きが完了して
いない可能性があります。詳しくは税務課税務係までお問い合わせください。

●コンビニエンスストア　●税務課　
●地域センター　●銀行・信用金庫などの金融機関（ゆうちょ銀行含む）
※携帯電話（スマートフォンを含む）でいつでも納付できる、モバイルレジもご
利用できます。
問税務課収納管理係（本庁舎４階）☎5742－6669

車検の時には納税証明書が必要になります。証明書は税務課の窓口で発
行しています。
※地域センターでは発行できません。

既に所有していない場合や品川区外へ転居したときは手続きが必要です。

軽自動車税の減免制度
条例・規則に該当する場合には、軽自動車税が減免される制度があります。

減免車両の範囲（一例）／
・身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方が利用する車両
（障害の区分によります）
・車の構造が身体障害者の方などが利用する仕様になっている
車両（昇降装置など）
・生活保護を受けている方が利用する車両
※減免は所有している車両のうち、1台のみ受けられます。
申請期限／5月29日㈮　

①車両を廃棄したとき
②車両を譲渡したとき（名義変更・下取りなど）
③住所や車両の定置場を品川区外に変更したとき
④ 車両やナンバープレートを盗まれたとき（警察への届け出後、区役所などにも
届け出が必要です）

①27年3月31日までに新規登録された車両＊は、登録後13年を経過する
まで、現行税率が引き続き適用されます。
②27年4月1日以降に新規登録された車両は、新税率が適用されます。
③新規登録から13年を経過した車両（電気自動車などを除く）は、28年
度から重課税率が適用されます。28年度に対象となる車両は、14年12
月31日以前に新規登録された車両です。

車種区分 ①現行税率 ②新税率 ③重課税率
軽三輪 3,100 3,900 4,600

軽四輪
乗用 自家用 7,200 10,800 12,900

営業用 5,500 6,900 8,200

貨物 自家用 4,000 5,000 6,000
営業用 3,000 3,800 4,500

＊新規登録された車両とは、初めて車両番号（ナンバー）の指定を受けた車両の
ことです。

いざという時のための応急手当などを親子で品川消防署員から学びます。
日6月6日㈯午前10時～正午
場品川第一区民集会所（北品川3－11－16）
人区内在住で、4歳以上の親子10組（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
申電話かFAXで講座名、住所、親子の氏名・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（☎5479－4104Fax5479－4111）へ

外国人講師が自国の文化や遊びを楽し
く教えてくれます。異文化と出会い、
国際的な視野が広がるプログラムです。

日時（全3回） 講　師
6月27日㈯ 10:00～11:30 アイトメドル・タニア（フランス）
7月25日㈯ 10:00～11:30 ルアンスウァンナウォン・アーモーラット（ラオス）
9月12日㈯ 10:00～11:30 ザック・クロクサル（アメリカ）

場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人区内在住の小学生30人（抽選）　※全回出席できる方優先。
申6月5日㈮までに、電話かFAXに「国際人育成」とし、住所、氏名（ふりがな）、
学校名・学年、性別、電話番号、参加可能日を地域活動課国際担当（☎5742－
6691Fax5742－6878）へ
〇27年度協働提案事業として、放課後NPOアフタースクールと品川区が開催します。

伝統芸能の枠を超え、海外で
も活躍を遂げる吉田兄弟が贈
るコンサート。三味線だけに
こだわった究極のコンサート
をお楽しみください。

日8月1日㈯午後5時開演（午後4時15分開場）　　　　　
場きゅりあん（大井町駅前）
￥4,000円（全席指定）
発売開始／5月15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/
※発売初日は1人4枚までです。
※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

おやこ応急手当講座おやこ応急手当講座

外国人講師から世界を学ぼう！外国人講師から世界を学ぼう！
小学生向け　国際人育成ワークショップ

吉田兄弟吉田兄弟 15周年記念コンサート
三味線だけの世界

軽自動車税は、全額が品川区の財源として、区民の皆さんの生活に生かされていま
す。登録などの手続きについては車種により窓口が異なりますのでご注意ください。



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

2015年5月11日号6

公開講座「いまどきの子育てに大切
なこと～幸せ子育てのコツ～」
保育サポーター養成講座の公開講座です。
日6月4日㈭午前10時～正午
場品川第二区民集会所（南品川5－3－
20）
講師／大豆生田啓友（玉川大学教育学部
教授）
人高校生以上の方70人（先着）
￥500円（テキスト・資料代）
申5月27日㈬（必着）までに、往復はが
きかFAX、Ｅメールで講座名、住所、氏名、
電話・FAX番号、参加の動機をふれあい
の家－おばちゃんち（〠140－0001北品
川2－28－19☎・Fax3471－8610
fureai@obachanchi.org）へ
問子ども育成課庶務係☎5742－6720

環境学習講座「アートで素敵なエコ
バッグ作り」
講義後、麻布のバッグに各自のデザイン
をステンシルします。
日6月7日㈰午後1時30分～3時30分
講師／大野有紀子（エコアート作家）
人中学生以上の方20人（抽選）
￥100円
持ち物／牛乳パック、鉛筆（B以上）など
場申5月21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
※ www.shinagawa-eco.jp/からも申
し込めます。

星薬科大学公開講座
「春の薬草見学会」
日5月23日㈯　※小雨決行。

時間 内容

第1部
（講演）

午前10時～正午

「自然の香りとその応用に
ついて」　
講師：窪田正男（花王香料
開発研究所主席研究員）

第2部
（キャンパスツアー）
午後1時～3時

薬草見学、アロマセラピー
体験ミニレクチャー、施設
見学

人第1部は16歳以上の方150人（先着）　
※第2部はどなたでも参加できます。

場参当日、第1部は午前9時50分、第2部
は午後0時50分までに同大学（荏原2－4
－41）へ
問文化観光課生涯学習係
同大学☎3786－1011（当日のみ）

発達障害・思春期サポート事業
啓発講演会～基礎から学ぶ発達障害
見落としがちな、発達障害の理解と支援
を深めるコツを学びます。
日7月5日㈰午後1時30分～3時30分
場講堂（第三庁舎6階）
講師／宇野洋太（よこはま発達クリニッ
ク精神科医）
人150人（先着）　￥500円（資料代）
申7月3日㈮（必着）までに、往復はがき
かEメールで講演会名、住所、氏名、電話
番号をパルレ（〠141－0021上大崎1－
20－12 moushikomi@gol.com）へ
問障害者福祉課療育支援担当
☎5742－6389

催　し

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
皆さんに出していただいたアルミ缶は資
源として集めています。親子で、楽しく、
リサイクルの過程を追いかけ取材します。
日6月13日㈯午前7時50分～午後6時30
分（区役所集合・解散、往復バス）
場品川区資源化センター（八潮1－4－1）、
三菱アルミニウム鋳造工場（静岡県駿東
郡小山町）など
人区内在住で、リサイクルに関心のある
小学生以上の親子40人（抽選）
※昼食は各自。
申5月25日㈪（必着）までに、電話かは
がき、FAXに「追っかけ隊」とし、参加
者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号を品川区清掃事務所（〠141－
0032大崎1－14－1☎3490－7098Fax3490
－7041）へ

品川清掃工場見学会
日5月23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5月21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
川遊び体験
川遊びを体験したり、チョウやセミをつ
かまえたり、早川町の大自然に触れてみ
ませんか。
日7月19日㈰～21日㈫
（区役所午前7時15分集合・午後5時30分
解散、2泊3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43人（抽選）
※小学生以下は保護者同伴。
￥17,000円、小学生以下11,000円
（交通費・宿泊費込）
申5月25日㈪（必着）までに、はがきか
FAXに「品川・早川川遊び体験」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

青空図書館「ほんのにわ」特別企画
“絵本のよみきかせ”を開催！
日程 会場 問い合わせ先

5月16日㈯
午前11時
～11時30分

しながわ中央公園
（区役所前）

同公園
☎5740－5037

5月17日㈰
①午前11時
～11時30分
②午後2時
～ 2時30分

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

※雨天中止。

問公園課公園維持担当☎5742－6789

品川＆早川ふるさと交流「早川ファミ
リーキャンプ　新緑の森お宝発見隊」
新緑の森の中に潜む「お宝」を探しに、
探険に出かけよう。お宝を使ってアウト
ドアクッキングにも挑戦します。
日5月23日㈯～24日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤で、4歳以上の親子7組
（先着）
￥11,250円、小学生以下6,320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

　●講座・講演

〠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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　いきいきウオーキング～呑川緑道を探索しなが
　ら品川・大田・目黒・世田谷をウオーキング
日5月24日㈰午前9時～正午（ゴール最終受付）
※雨天決行。
コース／第二延山小学校～等々力不動尊　※約8㎞。
￥100円
参当日午前9時～9時30分に、費用を持って第二延山
小学校校庭（旗の台1－6－1）へ
※参加スタンプホルダー（首にかける名札）をお持ち
の方はご持参ください。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　なぎなた演武会
日6月7日㈰午前10時～午後4時
内なぎなたの基本から演技の稽古・発表
人区内在住か在勤の方
￥1,000円
主催／品川区なぎなた連盟
場参当日、費用を持って南大井文化センター（南大井1
－12－6）へ
問スポーツ協会

　戸越地区バウンドテニス教室
日5月17日～6月21日の日曜日
午後1時30分～4時（全6回）
￥1回100円　
運営／戸越地区スポ・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戸越小
学校（豊町2－1－20）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　第66回春季新人優勝卓球大会
日6月21日㈰午前9時から　場総合体育館
種目／シングルス＝一般男子・女子、50歳以上男子・
女子、70歳以上男子・女子、18歳未満男子・女子、
初級男子・女子、ダブルス＝一般男子・女子、合計
110歳以上男子・女子、初級混合
※年齢は28年4月1日現在。
※ダブルスとシングルスの重複に限り1人2種目出場可。
￥シングルス＝1,200円（連盟登録者900円）
ダブルス＝1組2,000円（連盟登録者1,600円）
18歳未満＝1種目500円
主催／品川区卓球連盟
申5月26日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ
（5月18日㈪を除く）

　9人制クラス別バレーボール大会
日6月14日㈰午前9時から　
場戸越体育館　他
種目／家庭婦人
試合方法／クラス別トーナメント戦　※敗者戦有り。
￥1チーム12,000円、連盟登録チーム6,000円
主催／品川区バレーボール連盟
申6月3日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
（5月18日㈪を除く）
※主将会議は6月10日㈬午後7時から総合体育館。

　スポーツ講習会　みんなのラジオ体操講座

正しく行うと効果倍増です。
日6月27日㈯午後3時30分～5時　
場総合体育館
講師／平岡亮一（日本体操研究所健康運動指導士）
人小学生以上の方30人（抽選）
￥530円、小・中学生280円（保険料込）
申6月1日㈪（消印有効）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号をスポー
ツ協会へ

レッツ スポーツ

平成24年7月9日から外国人住民の登録制度が変わり、特別永住者が所持する
「外国人登録証明書」は、一定期間「特別永住者証明書」とみなされています（以
下「みなし特別永住者証明書」）。このみなし期間の間に「特別永住者証明書」
へ切り替えが必要です。有効期間が27年7月8日までの方が多いため、窓口が
大変混み合うことが予想されます。できるだけ早い時期に「特別永住者証明書」
への切り替えをお願いします。
「みなし特別永
住者証明書」
の有効期間の
満了日

対象者 切り替える期限

16歳以上の方
①②のいずれか遅い日
①27年7月8日　②「次回確認（切替）申請期間」の初日

16歳未満の方 16歳の誕生日

申請窓口・問戸籍住民課住民票係（本庁舎3階☎5742－6660）
※永住者の方は入国管理局へ申請が必要です。

特別永住者証明書への切り替えはお済みですか？

品川区民活動情報サイト
しながわすまいるネットに登録しませんか

shinagawa-smile.net/
※区ホームページからもご覧いただけます。

問地域活動課協働推進係
☎5742－6693

しながわ

すまいる
ネット
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問地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

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23日現在）259,317,992円
4月23日現在、258,163,520円を岩手県宮古市（119,500,000円）・福島県富
岡町（120,500,000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

こんなときには国民健康保険の
届け出をお忘れなく
国民健康保険に入るときややめるとき、保険証の記載内
容に変更があるときは14日以内に届け出が必要です。

問国保医療年金課資格係☎5742－6676

届け出先／／国保医療年金課（本庁舎4階）、品川第一地域センター（北品川3－
11－16）、大崎第一地域センター（西五反田3－6－3）、大井第一地域センター（南
大井1－12－6）、荏原第一地域センター（小山3－22－3）、荏原第四地域センター
（中延5－3－12）、　八潮地域センター（八潮5－10－27）

こんなときには 届け出に必要なもの
は
い
る
と
き

品川区に転入したとき （転出証明書）
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき 親の保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

や
め
る
と
き

品川区を転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 保険証、職場の健康保険証

亡くなったとき
保険証　※葬祭費の申請は、国保医療年金課
のみで受け付け。喪主の金融機関の預金通帳、
印鑑、会葬はがきか葬儀社の領収書を持参

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書

そ
の
他

区内で転居、氏名変更したとき
保険証

世帯主が変更、世帯が合併・分離したとき
保険証をなくしたとき・破れたとき 本人確認できるもの

◉保険証の交付をお急ぎの方は、「本人確認できるもの」（運転免許証・パスポート・写真
付き住民基本台帳カードのうち１点、もしくは郵便物・診察券・預金通帳･年金手帳･公
共料金の領収証のうち3点）が必要です。　◉世帯主が変わった場合は、世帯全員の保険
証を持参してください。　◉外国人の方が加入する場合には、在留資格･在留期間に一定
の要件があります。詳しくはお問い合わせください。　◉職場の健康保険に加入したと
きは、忘れずに脱退の届け出をしてください。　◉退職を予定している方は、健康保険
任意継続の制度もあります。詳しくは勤務先の担当者におたずねください。　◉70～74
歳の方は高齢受給者証も持参してください。

認証保育所保育料の認証保育所保育料の
一部を助成します一部を助成します

年齢 対象 要件 助成方法

0～2歳児 すべてのお子さん ①児童と保護者が当該月
の1日時点で区内に住民
登録があり、実際に居住
している月　
②認証保育所に当該月の
初日より在籍し、基本保
育時間で月160時間以上
の月ぎめ契約により保育
を受けた月
③認証保育所の保育料を
支払っている月

認可保育園の標準
時間保育料と実際
に認証保育所に
払っている基本保
育料との差額を助
成（認証保育所基
本保育料の上限額
66,000円を超えた
分は助成対象とな
りません）

5歳児

25年3月1日時点で
2歳児以上のクラス
に在籍していて25
年4月以降も継続し
て同一の認証保育
所に在籍している
お子さん

3～5歳児
上記の5歳児以外の
お子さん

上記①～③の要件に加
え、④認可保育園の当該
月の入園申し込みをし
て、内定が出なかった月

認可保育園保育料
の所得階層に応じ
た定額助成

申6月19日㈮（必着）までに、保育課・認証保育所で配布する申請書
を同課私立支援係認証保育料助成金担当（〠140－8715品川区役所第
二庁舎7階）へ郵送か持参
※認可保育園と認証保育所など、同時に利用契約をしている場合（二
重保育）、保育を受けていない場合などは助成対象になりません。
※26年度・27年度住民税が品川区から課税されていない方、所得税分
離課税のある方は、所得確認書類の提出が必要です。
※詳しくは、保育課・認証保育所で配布する認証保育所保育料助成制
度のご案内をご覧ください。
※ご案内と申請書は区ホームページからダウンロードもできます。
問保育課私立支援係☎5742－6723

区民交流の支援事業ご案内区民交流の支援事業ご案内
品川 早川& ふるさと事業

民生委員・児童委員は
地域の身近な相談相手です
5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

大正6年5月12日に民生委員児童委員制度の前身の岡山県済世顧問設置規定
が公布されたことにより、全国的に「民生委員・児童委員の日」と定めら
れました。

●このような活動をしています
民生委員・児童委員は介護や子育て、高齢者の健康、生活、経済的なこ
となど福祉に関する相談にのります。相談の内容に応じて、区や関係機
関を紹介し、適切なサービスにつなげていきます。

●お気軽にご相談ください
民生委員・児童委員には守秘義務があります。皆さんから受けた相談内
容の秘密は守られますので安心してご相談ください。民生委員・児童委
員は地域の中から選ばれ、厚生労働大臣が委嘱します。民生委員・児童
委員の中に児童福祉を専門に担当する主任児童委員もいます。

※お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員についてはお問い合わ
せください。

問福祉計画課民生委員担当☎5742－6708

●町営バスを交流事業の送迎用に
　利用できます
20人以上の団体が早川町内に宿泊し、交流事業を
実施するとき、町営バスを使用して区内から割安
な料金で送迎します。
※事前予約が必要です。

●各種「体験教室」を利用できます
早川町では、「南アルプス邑

むら

・技と遊の体験教室」
を開催しています。
内そば打ち、籠作り、豆腐作り、コンニャク作り、
ウインナ－作り、陶芸、すずり作り、木工など
※講師料や材料費がかかります。10人以上の団体
には、講師料などの一部を助成する制度もあります。

●町営宿泊施設の宿泊費を補助します
早川町の町営宿泊施設「ヘルシ－美里」「ヴィラ
雨畑」に宿泊するとき、1泊につき2,000円（区
内在住の方・年度内3泊まで）を助成します。

●町営宿泊施設へのタクシ－代を
　助成します（区民2人以上）
早川町はバスの本数が少なく交通が不便なため、
電車利用の方が町営宿泊施設までタクシ－を使用
する場合、下部温泉駅からの片道タクシ－代を助
成します。
※区内在住の方2人以上でご利用ください。　
※事前の予約と、一部自己負担（1人1,000円）が
必要です。

●協定宿泊施設の宿泊費を割引します
早川町内の協定旅館に宿泊するとき、一般料金の
1割引で利用できます。
※年末年始などの特定期間は割引除外の施設があ
ります。
○品川区国民健康保険、後期高齢者医療制度の加
入者は、1割引のうえ、1泊につき2,000円の助成
が受けられます。詳しくは、国保医療年金課保険
事業係☎5742－6675へお問い合わせください。



● いま、品川区では。
● 国保基本健診

古紙配合率80％再生紙を使用しています
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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。

4月1日㈬、区役所に「暮らし・しごと応援センター」
がオープン。生活保護受給者以外の生活困窮者の就職、
住居、家計管理などを包括的にサポートし、生活困窮
状態からの早期自立を支援します。

「暮らし・しごと応援
センター」がオープン

3月10日㈫から、在日スイス大使館（港区南麻布5）で
大崎高校ペーパージオラマ部が制作した模型を展示。
模型はスイスの世界遺産・レーティッシュ鉄道周辺の
景観をもとに制作。9月頃までの展示を予定しています。

ペーパージオラマを在日
スイス大使館で展示

3月30日㈪、品川消防少年団が「26年度特に優良な少
年消防クラブ（総務大臣賞）」受賞を濱野区長に報告。
地域防災の担い手となる人材を育成し、防災リーダー
の育成に大きく貢献していることが評価されました。

品川消防少年団「特に優良
な少年消防クラブ」受賞

3月26日㈭、きゅりあんで非核平和都市品川宣言30周
年記念「被爆体験者講演と平和コンサートのつどい」
を開催。被爆者による講話やコンサートのほか、平和
使節派遣生による報告が行われました。

被爆体験者講演と
平和コンサートのつどい

3月22日㈰、大井ふ頭中央海浜公園をスタート・ゴー
ル地点に「品川区民スポーツ大会（冬季大会）“品川区
民マラソン大会”」を開催。約550人のランナーたちは、
大勢の人からの声援にこたえながら力走しました。

品川区民マラソン大会

3月18日㈬、区役所で清泉女子大学と区は、教育・文化・
健康福祉・環境・まちづくりなどの施策における包括
協定を締結。地域社会の課題解決、同大学における教育・
研究機能の向上などについて意見が交わされました。

清泉女子大学と連携・協力
に関する包括協定を締結

3月28日㈯、スクエア荏原でスポーツ協会設立20周年
記念式典と講演会を実施。協会に加盟する優良団体へ
の表彰や、演舞・演技が披露され、ロサンゼルス五輪
金メダリストの山下泰裕氏による講演も行われました。

スポーツ協会設立20周年スポーツ協会設立20周年
記念式典と講演会記念式典と講演会

3月24日㈫、区立小学校31校と小中一貫校6校で卒業式
が行われました。式には、保護者や地域の皆さん、在
校生が出席。御殿山小学校では、新年度から使用する
新校舎の体育館で、卒業証書が授与されました。

区立小学校卒業式　
御殿山小は新校舎で

羽ばたけ！アントレーヌin品川

3月14日㈯・15日㈰、スクエア荏原で「羽
ばたけ！アントレーヌin品川vol.6」を開
催。本イベントは女性起業家を応援す
るテストマーケティングイベント。2日
間で400人以上の人が訪れました。

区職員を被災地へ

3月27日㈮、区役所で被災地への派遣
に応募した4人の職員が、濱野区長から
辞令を受けました。今年度、区が派遣
する職員の内訳は、岩手県宮古市に7人、
福島県富岡町に1人です。

ウーマンズビジネスグランプリ

3月15日㈰、スクエア荏原で「ウーマン
ズビジネスグランプリ2015 in 品川」決
勝ファイナルを開催。102プランの応
募から勝ち抜いた8人が、最終プレゼン
テーションに臨みました。

しながわ水族館親子体験

3月30日㈪、しながわ水族館で「しな
がわ水族館親子体験」を開催。3組の親
子が、餌づくり、バックヤードへの案内、
魚の説明などのプログラムを行いまし
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。


