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今日も元気に
住みよいまちづくり
を進めています

町会・自治会は
町会・自治会特集：    、品川区では。まい テーマを設けて、

品川区内の「動き」をお伝えしています。

区には203の町会・自治会があり、それぞれが安全で
暮らしやすいまちを目指し、様々な活動を行っています。

町会・自治会の詳しい活動内容は4・5ページで紹介します

地域活動課地域支援係☎5742－6690問い合わせ

　町会・自治会は、地域に住む人たちの自主的な意志で構成して
いる地縁的な組織です。快適で住みよいまちにするため、地域課
題の解決や会員の親睦を図ることを目的に、力を合わせて元気に
活動中です。
　主な活動は、区民まつりなどの地域のおまつり、防災・防犯の取
り組み、清掃や環境美化の活動、全国的に実施される人道的な募
金への協力、住民相互の連絡や行政機関との連携などです。
　住民の価値観や生活スタイルが多様化するなか、町会・自治会

の活動は大きな課題に直面しています。それは、町会・自治会へ
新たに加入する人が少なくなっていることや役員が高齢化し、次
代を担う人材が不足していることなどです。
　広範な地域住民が参加するコミュニティ組織として、次世代に
継承して行くための取り組みが求められています。
　「どんなことをしているのかな？」と少しでも興味を持っていた
だけたら、掲示板などをご覧ください。いろいろな活動を行ってい
ますので、気軽な気持ちで参加してみてください。

住んでよかった・このまち「しながわ」づくり 品川区町会連合会　近江清光会長
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キッズクラブ

保育園・幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください
人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）　※定員は実施園、実施内容により異なります。
申利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 希望の園へ　問実施園、保育課運営係☎5742－6724

●園庭開放
月～金＝ 大井保、北品川保、西品川保、大崎保、

冨士見台保、伊藤保（午前10時～11時）、
　　　　東五反田保（午前10時～正午）
月～土＝ 平塚保（午前10時～午後4時）
火＝伊藤幼
水＝ 台場保、第一日野すこやか園
水・金＝ 荏原保（午前10時～11時）
3日㈬＝浜川幼
9日㈫・16日㈫・23日㈫＝西中延保
17日㈬＝平塚すこやか園、荏原西第二保

24日㈬＝城南幼（正午～午後1時30分）
25日㈭＝一本橋保
30日㈫＝二葉すこやか園
●身体測定
2日㈫＝西五反田保、東品川保
3日㈬＝品川保
4日㈭＝東大井保
9日㈫＝荏原西保
10日㈬＝第一日野すこやか園（乳児）
11日㈭＝第一日野すこやか園（幼児）
25日㈭=西中延保

●給食を知ろう事業
5日㈮＝ゆたか保（乳幼児食）
19日㈮＝三ツ木保（乳幼児食）
●リズム遊び
11日㈭・18日㈭・25日㈭＝二葉保
4日㈭・11日㈭・18日㈭・25日㈭＝
南大井保
●夏祭り
5日㈮＝ 西品川保、八ツ山保、
　　　　東品川保

●おたのしみ会
2日㈫・3日㈬＝五反田保
●幼稚園公開
3日㈬・4日㈭＝八潮わかば幼
19日㈮＝台場幼
●わくわくクラブ（未就園児の会）
1日㈪＝ 浜川幼（4・5歳：午前9時30

分～10時30分）、（2・3歳：
午前10時30分～11時30分）

●保育体験
年間を通して区立保育園全園で実施

　6月に参加できる主な事業 ※日程など詳しくは各園へお問い合わせください。各園の問い合わせ先は区ホームページをご覧ください。 保＝保育園、幼＝幼稚園

ファイル情報 
問い
合わせ 〠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

児童水泳宿泊研修会
日7月24日㈮～26日㈰（2泊3日、往復バス）
場長野県木島平
人小・中学生50人（抽選）　￥34,000円（保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申6月6日㈯（必着）までに、往復はがき（1人1枚）で
研修会名、住所、氏名、電話番号、学校名、学年、泳力
（クロールで何m）、保護者名をスポーツ協会へ
※参加者には6月27日㈯午後4時～5時、総合体育館で
説明会を行いますので必ずご参加ください。

環境学習講座
「LEDとふしぎなシートで光の実験と工作をしよう」
特殊なシートで虹の模様を見たり、黒い壁を鉛筆が突き
抜けるように見える不思議な筒を作ります。
日6月21日㈰午後2時～4時
講師／舩田優（船橋古和釜高等学校教諭）
人小学生25人（抽選）　※小学3年生以下は保護者同伴。
場 申6月3日㈬（必着）までに、往復はがきかFAXで講
座名、住所、氏名、年齢、電話・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。

シニアクラブ

日6月10日㈬午前10時30分～午後1時
場きゅりあん（大井町駅前）
内和風ミートソース丼、オクラのカッテージチー
ズあえ、豆腐とわかめの梅すまし汁、デザート
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台ふきん
各1枚
人70歳以上の方30人（先着）
￥800円
運営／品川栄養士会
申6月8日㈪までに、電話で健康課健康づくり係
☎5742－6746へ

シルバーパスのお知らせ
70歳以上で希望する方に、都内バス、都営地
下鉄、都電などを利用できるシルバーパス（有
効期限9月30日）を発行しています。
￥26年度区民税が課税の方 ………10,255円
26年度区民税が非課税の方 ……… 1,000円
※26年度課税でも、合計所得金額が125万円
以下の方は1,000円。
問東京バス協会☎5308－6950

70歳からの簡単料理教室
低栄養を予防するバランスのよい食事

6月は東京都HIV検査・相談月間です
　30年ほど前までは、エイズは死に直結する病とされていました。しかし今では医療の進歩によって感染初
期に治療をすれば発病を遅らせ、通院でコントロールできるようになりました。
　最近では、ＨＩＶに感染していると気づかずにエイズを発病し手遅れになってしまうケース（いわゆる「い
きなりエイズ」）の患者が増えています。
　ＨＩＶ抗体検査で感染を早期発見し、手遅れにならないうちに治療することが重要です。
●ＨＩＶ即日検査を無料・匿名で実施します
検査当日に結果が判定できる即日検査を実
施します。検査は、感染の機会があった時か
ら3カ月以上経過していれば可能です。
場品川保健センター（北品川3－11－22）
人50人（先着）
申6月8日㈪～25日㈭の正午～午後6時に、専用電話5259－0255へ　※金・土・日曜日を除く。
問保健予防課感染症対策係☎5742－9153

6月27日
㈯

午前10時～正午 検査の説明、相談、採血

午後1時から 検査結果の説明、カウンセリング

①品川保健センター
日第1・3木曜日午前9時～10時
場申電話で同センター（北品川3－11－22
☎3474－2225）へ

②荏原保健センター
日第2・4火曜日午前9時30分～10時
場 申電話で同センター（荏原2－9－6☎3788－
7014）へ

上記のほかＨＩＶ抗体検査を行っています（予約制）。無料・匿名で受けられます

品川区ジュニア囲碁フェスタ2015
①プロの女流棋士によるよくわかる入門囲碁教室
講師／知念かおり四段（日本棋院）
②区長杯選手権（ノーハンデ戦）
小学生の部＝段・級クラス別、中学生の部
￥500円
③棋力認定戦（7～19路盤クラスハンデ戦）
全員に日本棋院認定状を差し上げます。
￥500円
―――――――――― 共　　 通 ――――――――――
日6月28日㈰午後1時～5時（受付は正午から）
場きゅりあん（大井町駅前）
人区内在住か在学で中学生以下のお子さん
①200人（抽選）②50人程度③150人程度
※①は保護者も参加可。
※小学生以下は原則として大人の引率者が必要。
申6月12日㈮（必着）までに、往復はがき（1人1枚・1
コースのみ）に「ジュニア囲碁」とし、番号、住所、氏
名（ふりがな）、電話番号、学校名、学年（年齢）、棋力
（段や級か囲碁を始めてどのくらいか）、保護者名を文化
観光課文化振興係へ

日6月18日㈭午後2時開演（午後1時30分開場）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
出演／桃月庵白酒、桂文雀、三遊亭美るく、アサダ二世（奇術）
￥2,000円（全席指定）
※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
www.shinagawa-culture.or.jp/

スクエア荏原
あじさい寄席

好評発売中

ひとり親家庭学習支援事業「ぐんぐんスクール」
①通年コース

日程（全20回・土曜日） 会場
7月4日・25日、8月1日、9月26日、
10月24日、11月28日、12月19日、
28年1月23日、2月13日・27日

荏原第五
区民集会所
（二葉1－1－2）

7月11日、8月8日・29日、9月12日、
10月10日・31日、11月14日、12月
12日、1月9日・30日

荏原第一
区民集会所
（小山3－22－3）

※時間は午後2時～4時。
②夏期集中コース
日8月17日㈪～21日㈮午後2時～4時（全5回）
場252・253会議室（第二庁舎5階）
――――――――― 共　　 通 ―――――――――
内社会人や学生ボランティアによる個別型学習指導
人区内在住のひとり親家庭のお子さん小学4～6年生
各15人、中学・高校生各25人（先着）
持ち物／学習したい教材、筆記用具
申6月20日㈯までに、電話かFAX、Eメールで住所、
氏名、電話番号、学年、保護者名をキッズドア（☎
070－6455－2480 Fax5244－9991 gungun@
kidsdoor.net）へ
問子ども家庭支援課家庭支援係☎5742－6589

桃月庵白酒
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5月の区議会
本会議／26日㈫午後1時
※傍聴券は、開会の1時間前から配付しま
す。なお、傍聴席には限りがあります。
問区議会事務局☎5742－6809

第1回品川区子ども・子育て会議を
傍聴しませんか
日6月4日㈭午後2時～4時
場第一委員会室（議会棟6階）
内子ども・子育て支援事業計画の策定など
人10人（先着）
傍聴方法／当日、午後1時30分から会場
前で傍聴券を配付
○託児希望の方は、前日までに電話で子
ども育成課へお申し込みください。
問子ども育成課庶務係☎5742－6720

第8期品川区廃棄物減量等推進審議
会区民委員を募集します
任期／7月から2年間
人区内在住で、年3・4回平日昼間に開催
する会議に出席できる20歳以上の方若干
名（選考）
※選考結果は6月下旬に通知します。
※報酬あり。
申6月12日㈮（必着）までに、住所、氏名、
年齢、生年月日、電話番号、応募の動機、
ごみ減量に向けての考え方（400字詰め
A4原稿用紙2枚程度）を品川区清掃事務所
（ 〠141－0032大 崎1－14－1☎3490－
7705）へ郵送か持参
※書類は返却しません。

就業センター～合同就職面接会
日6月11日㈭午後1時30分～4時
※受付は午後1時～3時30分。
人区内中小企業に就職を希望する方
参加社数／区内中小企業5社程度

募集職種／事務職・営業職ほか
場参当日、履歴書を持って中小企業セン
ター（西品川1－28－3）へ
※詳しくはハローワーク品川ホームページ
tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/

list/shinagawa.htmlをご覧いただくかお
問い合わせください。
問ハローワーク品川☎6402－5192
就業センター☎5498－6353

「広報しながわ」を入手困難な方に配
送します
人区内在住で、新聞（読売・朝日・毎日・
産経・東京・日経）を購読していない、
①高齢である②子育て中③障害があるな
どのため入手困難な方
申電話かFAXで、住所、氏名、年齢、電
話番号、入手困難な理由を広報広聴課（☎
5742－6644Fax5742－6870）へ
○駅スタンドなどでも配布しています。
※視覚障害の方へは、デイジー録音版
（CD－R）かカセットテープを送ります。

東京都公害防止管理者資格取得の
ための講習会
一部の工場に選任が義務付けられている
東京都公害防止管理者（一種・二種）の
資格を取得するための講習会です。
日一種＝①7月28日㈫～30日㈭
②8月4日㈫～6日㈭
二種＝③7月23日㈭・24日㈮
④8月13日㈭・14日㈮
場①南部労政会館②豊島区勤労福祉会館
③ティアラこうとう④東京自治会館
￥一種＝8,200円、二種＝5,700円
案内書配布場所／環境課（本庁舎6階）、
都庁案内コーナー（第一・第二本庁舎1・
2階）など
申7月1日㈬～3日㈮に申込書などを都庁
（第二本庁舎1階臨時窓口（南））へ持参
※詳しくは東京都環境局ホームページを
ご覧ください。
問環境課指導調査係☎5742－6751
東京都計画課☎5388－3435

お知らせ！

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24日㈰
　  31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24日㈰

 赤沼医院 大　井 2 －21－10 ☎6809－9236
 JUN歯科クリニック 南品川 2 － 4 － 1 ☎5783－5580
 辛島歯科医院 小　山 5 － 8 －20 ☎3781－2627
 品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
 荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520 

5月31日㈰

 佐川医院 南大井 4 － 8 －12 ☎3761－8580
 おの歯科クリニック 南品川 3 － 4 －12 ☎5783－6556
 米田歯科医院 小　山 4 － 1 －11 ☎3712－5445
 大井整骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
 昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

  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23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

5月30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。

医療機関の24時間案内
●東京都保健医療情報センター （ひまわり）　 ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎5272－0303 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323 
●品川消防署　　　　 ●大井消防署　　　　●荏原消防署
　☎3474－0119　　　 ☎3765－0119　　　☎3786－0119　

お子さんの急な病気に困ったら
●小児救急電話相談　☎＃8000　IP電話などは☎5285－8898
　月～金曜日／午後5時～午後10時　土・日曜日、祝日／午前9時～午後5時
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応 急 診 療 所
小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

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

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） 19日㈮ 10日㈬ 12日㈮
うつ病あんしん相談 26日㈮ 10日㈬   3日㈬
高齢期のこころの相談 23日㈫ 16日㈫ 16日㈫
児童思春期のこころの相談   3日㈬ 11日㈭ 25日㈭
問各センターへ

保健センターのこころの健康専門医相談 6月

がん検診など
　職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。
　検診の種類によって日時などが異なります。詳しくは、区ホームページをご覧にな
るか、健康課へお問い合わせください。

乳がん検診（予約制）＊…34歳以上（偶数年齢時） 各医師会、契約医療機関、検診車
子宮がん検診＊…20歳以上（偶数年齢時）

契約医療機関

大腸がん検診…40歳以上
喉頭がん検診（予約制）…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上の男性
35歳からの健康診査（35～39歳）
女性の健康診査（16～34歳の女性）
胃がん検診（予約制）…40歳以上 各医師会

肺がん検診（予約制）…40歳以上
一般コース 各医師会、契約医療機関
ヘリカルCTコース 各医師会

障害者歯科健診…20～35歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡
結核検診（予約制）…65歳以上 契約医療機関

肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方 品川・荏原保健センター
契約医療機関

健康課☎5742－6743　品川区医師会☎3474－5609　荏原医師会☎3783－5167
品川歯科医師会☎3492－2535　荏原歯科医師会☎3783－1878

一部有料

＊受診券有り

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。

薬

二人で子育て（両親学級）
日6月23日㈫午後1時30分～3時45分
内もく浴実習、先輩ママとの交流他
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12組（先着）
場申電話で、大井保健センター☎3772－2666へ

思春期家族教室
不登校・ひきこもりなどのお子さんの悩みを持つ家族同
士で話し合う教室です。
日6月1日㈪午後2時～4時
講師／新倉佳久子（臨床心理士）
場申電話で、品川保健センター☎3474－2904へ

プレママ・プチママタウン1
産前産後のバランスボールエクササイズと交流会を行
います。
日①6月5日㈮②6月19日㈮午前10時30分～正午
人区内在住で運動制限のない、初めてのお子さんが0歳
児の母親各10人と初めての妊娠22週以降の方各10人
（先着）
※0歳児は保育あり。
場 申電話か直接、①は旗の台児童センター（旗の台5－
19－5☎3785－1280）②は水神児童センター（南大井
5－13－19☎3768－2027）へ

お口の健康フェスティバル
日6月6日㈯午後1時～4時
内4・5歳児の希望者＝フッ化物塗布・ブラッシング指
導
保護者の方＝歯周病関連の唾液検査（先着30人）
※歯科相談、栄養相談も行います。
場参当日、スクエア荏原（荏原4－5－28）へ
問健康課保健衛生係☎5742－6745
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広
告
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山北町との交流拠点施設「ひ
だまりの里」をご利用ください。

利用申込／ひだまりの里運営協会（神奈川県足柄上郡山北町神縄438☎0465－
77－2777Fax0465－77－2088）　※区民は4カ月前から予約受け付け。
問地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

オートキャンプ場
約6,000㎡　AC電源付き14サイト
普通車（区民）／1泊4,000円、デイキャ
ンプ2,000円
貸出用品（有料）／テント、タープ、コンロ、
ランタン、釣りさおなど
その他／炊事場、水洗トイレ
クラブハウス（管理棟）
多目的ホール、展示普及室、売店、調理
室、シャワー室、事務室、駐車場50台
※バドミントン・卓球用具貸し出しあり。
区民農園（交流事業）
貸し農園（年間利用）／
15㎡＝97区画、30㎡＝84区画
※農機具の貸し出し、貸し農園指導あり。

テニスコート
全天候型コート4面
1時間（区民）／720円～
1面1日（区民）／5,040円～
※テニス用具貸し出しあり。
ふれあい協働農園
月1回農業体験をし、収穫した野菜
の持ち帰りができます。

○貸し農園・協働農園の利用につい
ては、地域活動課市町村交流担当
にお問い合わせください。

2020年東京オリンピック区内開催予定競技の“ホッケー”を
始めてみませんか。初心者の方を対象とした教室です。子ど
もも大人も、ホッケーや運動の経験が全くなくても大丈夫。「1
からホッケーをはじめたい」、「楽しくワイワイ運動をしたい」
そんな方におすすめ。基本練習は何回でも参加可。最終日は
ホッケーフェスタで試合を予定しています。

人小学校4年生以上の方50人程度（先着）
申6月12日㈮までに、電話かはがき、FAXに「ホッケー教室」とし、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、ホッケー経験の有無をオリンピック・
パラリンピック準備課（〠140－8715品川区役所☎5742－9109Fax5742－
6585）へ
※複数名での申し込みも可。参加決定者に連絡をします。

回 内容 日時 場所
1回目 基本練習 6月27日㈯13:30～15:00 台場小学校（東品川1－8－30）
2回目 基本練習 7月11日㈯16:30～18:00 しながわ中央公園（区役所前）
3回目 基本練習 8月8日㈯15:00～16:30 ひらさん広場（平塚3－9）

4回目 基本練習 9月12日㈯16:30～18:00 ウェルカムセンター原
（西大井2－5－21）

5回目 試合 9月26日㈯時間未定 しながわ中央公園

ホッケー教室メンバーホッケー教室メンバーホッケー教室メンバー 募集 水と緑のふれあい交流

町会・自治会の活動に参加しませんか まちの安全、福祉、環境をより良くするために、それぞれの
地域ごとに様々な活動をしています。

地域活動課地域支援係
☎5742－6690

問い合わせ

防災訓練で消火器の使用方法を体験

東日本大震災被災地復興支援のために福島県物産展を開催

災害時避難誘導訓練

町会・自治会Ｑ＆Ａ
Ｑ1 町会・自治会はどのような団体ですか？

各地域の住民で結成する自主的な組織です。地域の人々
が力を合わせて人と人がつながる豊かなまち「安全で住

みよいまち」づくりに取り組んでいます。

Ｑ2 町会・自治会は必要なのですか？
毎日を楽しく、気持ち良く過ごすには地域の人々がお互
いに支え合う人間関係が大切です。また、子どもたちの

健全な育成や防犯、高齢者の安全・安心のためにも日頃から
のご近所コミュニケーションが欠かせません。毎日の暮らしに
とって一番大切な「安全で住みよいまち」づくりの中心となる
場が町会・自治会です。

Ｑ3 町会・自治会には誰でも入れるのですか？
どなたでも入れます。詳しくは地域活動課か最寄りの地
域センターにお問い合わせください。

A

A

A

よくある質
問に

お答えしま
す

広報紙に広告を
掲載しませんか
「広報しながわ」の21
日号では、店舗・会社
などの広告を掲載して
います。

広報広聴課☎5742－6644
問い合わせ

●お気軽にお問い合わせください

五反田法律事務所五反田法律事務所
品川区東五反田1－13－12 いちご五反田ビル5階

☎3447－1361 ★五反田駅東口　徒歩１分

相続・
遺言  

交通
事故

債務
整理 不動産離婚

楽しい地域交流を通じて
住んでよかったと思えるまちに
この地域に住む人たちは団結力があり、交流活動にとても熱心で
す。さくらまつりなどの町会活動を通じて人と人の支え合いの輪
が広がっています。このほか、防災訓練や美化活動、福祉活動など、
まちのための活動を進め、皆さんがこのまちに住んでよかったと
思える「安全で楽しい明るいまちづくり」に努めています。

大井第一地区町会連合会
髙林正敏会長

地域の安全
防犯・防火パ

トロールや防
災

訓練を定期的
に行っていま

す。また、災害
時に必要な器

材も備えていま
す。

親子レクリエーションで潮干狩り

西品川二丁目会
上田宗孝会長

社会に貢献する
東日本大震災

発災後には義

援金を募りまし
た。その後も

復興のために
産直市開催な

どに協力してい
ます。

子どもたちを見
守る

子どもの登下
校を見守る83

（ハチサン）

運動への協力
や親子レクリ

エーションな

ど、地域が一緒
になって子ども

たちの健全

な育成を図る活
動を行っていま

す。

地域の情報
日々の暮らし

に必要な情報
を区や町会の

掲示

板・回覧板でい
ち早くお知らせ

しています。

地域の環境
気持ち良く過

ごせるまちの
環境

を維持するた
め、まちの清

掃や

美化活動、資
源の回収（リ

サイ

クル活動）を行
っています。

地域の交流
地域住民がお

互いに親睦を図
れる交流の場と

して、

親子で参加で
きる行事や区

民まつりを開
催してい

ます。

親子そろって
運動会に参加

さくらまつり

清掃活動

子どもたちの登下校を見守る83運動

センター名 住所 電話番号
品川第一地域センター 北 品 川 3 －11－16 3450－2000
品川第二地域センター 南 品 川 5 － 3 －20 3472－2000
大崎第一地域センター 西五反田 3 － 6 － 3 3491－2000
大崎第二地域センター 大 　 崎 2 － 9 － 4 3492－2000
大井第一地域センター 南 大 井 1 －12－ 6 3761－2000
大井第二地域センター 大 　 井 2 －27－20 3772－2000
大井第三地域センター 西 大 井 4 － 1 － 8 3773－2000
荏原第一地域センター 小 　 山 3 －22－ 3 3786－2000
荏原第二地域センター 荏 　 原 6 －17－12 3782－2000
荏原第三地域センター 平 　 塚 1 －13－18 3783－2000
荏原第四地域センター 中 　 延 5 － 3 －12 3784－2000
荏原第五地域センター 二 　 葉 1 － 1 － 2 3785－2000
八潮地域センター 八 　 潮 5 －10－27 3799－2000

町会・自治会への
加入のお問い合わせは
最寄りの地域センターへ

高齢者の安心
地域の支え合

い活動である
「ふれあいサ

ポート」への
協力や災害時

に一人で避難

できない高齢
者を避難所ま

で同行する訓

練などを行って
います。

まちの情報を伝える回覧板・
掲示板

皆さんが顔見知りの安全安心のまちづくりを
子どもたちの登下校時刻の午
前8時と午後3時に、大人が子
どもたちを見守ろうという83
（ハチサン）運動に、町会が
協力して通学路に立っていま
す。最初は恥ずかしがってい
た子どもたちも今では大きな
声で挨拶できるようになりま
した。「いろいろな交流から、
町内みんなが顔見知りになれ
ば、安全なまちになる！」そ
の強い思いでこれからも活動
を続けていきます。
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児童手当・児童育成手当の現況届の
提出をお願いします
児童手当・児童育成手当・障害手当を受
給している方に、5月下旬に「現況届」用
紙を郵送します。現況届は、6月分以降の
支給資格の確認を行うためのものです。
提出期間／6月1日㈪～30日㈫
※添付書類などは郵送する現況届を確認
してください。
●子育て世帯臨時特例給付金の申請
今年度の「児童手当現況届」は「子育て
世帯臨時特例給付金申請書」を兼ねてい
ます。26年中の所得が児童手当の所得制
限未満（特例給付でない方）であれば、
対象児童1人につき3,000円の子育て世帯
臨時特例給付金を10月13日頃に1回支給
します。
問・提出先／児童手当現況届・子育て世
帯臨時特例給付金申請書＝子ども家庭支
援課児童手当係
（本庁舎7階☎5742－6721）
児童育成手当現況届＝子ども家庭支援課
医療助成係
（本庁舎7階☎5742－9174）

臨時福祉給付金のお知らせ
今年度の臨時福祉給付金の申請開始は9
月、支給開始は10月以降となる見込みで
す。詳細については決まり次第、順次お
知らせします。
問子ども家庭支援課
☎5742－6721・9174

適正管理化学物質使用量等報告書の
提出期限は6月末です
対象となる事業場には、4月に書類を郵送
しています。まだ報告書を提出していな
い場合は6月30日㈫までに提出してくだ
さい。
※対象事業場・対象物質など詳しくはお
問い合わせください。
問環境課指導調査係☎5742－6751
東京都化学物質対策課☎5388－3503

シルバー人材センター入会出張相談
自分にあった仕事が見つかります。
日5月27日㈬午前10時～午後3時

場大井第三区民集会所（西大井4－1－8）
人区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713

品川区固有の教員（第8期生）を
募集します
採用予定日／28年4月1日㈮
人6人程度
職種／学校教育職員（教員）
資格要件／次のいずれかに当てはまる教
諭普通免許状をお持ちの方
①小学校（全科）と中学校（教科問わず）
の両方
②特別支援学校（盲・ろう・養護学校を
含む）に加え、小学校（全科）か中学校（教
科問わず）いずれか一方
③中学校（外国語＜英語＞）
一般選考＝昭和59年4月2日以降生まれ
経験者選考＝昭和47年4月2日以降生まれ
選考／第1次選考：7月26日㈰択一式（一
般教養と教職教養）、論文
第2次選考：8月29日㈯面接
申込期間／6月1日㈪～7月6日㈪
※詳しくは指導課で配布する選考実施要
綱か区ホームページをご覧ください。
問指導課教職員人事係
（第二庁舎7階☎5742－6831）

7月新規開設五反田第二保育園
非常勤職員募集
勤務期間／採用日～28年3月31日㈭
勤務日時／週5日（月～土曜日）午前7時
30分～午後7時30分のうち3時間（保育
士資格のない方）か5時間（保育士資格
のある方）
場五反田第二保育園（北品川5－3－1）
人18歳以上で、健康で働く意欲のある方
※高校生不可。保育士資格のない方も可。
時給／1,200円（保育士資格のない方）
1,500円（保育士資格のある方）
※有給休暇・夏季休暇あり。保育士資格
のある方には交通費支給。
申封筒に「五反田第二保育園」とし、写
真付き履歴書を、保育課保育教育計画係
（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階☎
5742－6597）へ郵送か持参

家庭教育講演会「小中一貫で目指す
もの～学び続ける時代の子育て」
日6月16日㈫午前10時～正午
講師／中島豊（品川区教育長）
人360人（先着）
託児／2歳～就学前のお子さん20人（先着）
※おやつ代100円。
〇託児希望の方は、6月8日㈪までに電話
で庶務課へお申し込みください。
場参当日、直接スクエア荏原（荏原4－5－
28）へ
※手話通訳つき。
問庶務課庶務係
（☎5742－6824Fax5742－6890）

健康大学しながわ2015第1回公開講座
日6月20日㈯午後2時30分～4時
場講堂（第三庁舎6階）
内「知っておくと得な心臓病の話～心臓
病と生活習慣病予防」
講師／南淵明宏（大崎病院東京ハートセ
ンターセンター長）
人140人（先着）
申6月12日㈮までに、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2225へ

消費生活料理教室「父の日に作る
ちょっと見ぜいたくレシピ」
日6月15日㈪午前10時～午後1時
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／田口道子（料理研究家）
人36人（先着）
託児／2歳～就学前のお子さん8人（先着）
￥1,000円（材料費）
申6月8日㈪までに、電話で消費者セン
ター☎5718－7181へ

ＮＴＴ東日本関東病院特別セミナー
「気づいて実践！ロコモ予防」
運動器の障害による移動機能低下（ロコ
モ）を予防するための講演です。
日5月30日㈯午後2時～3時
講師／大江隆史（同病院整形外科主任医長）
人150人（先着）
場申月～金曜日の午後1時～3時に、電話
で同病院（東五反田5－9－22☎3448－
6651）へ
問健康課☎5742－6744

品川区民のためのロービジョン講座
年をとって視力が衰えた、見えにくくなっ
て困るという方のための講座です。本人
や家族の質問にも答えます。
日6月27日㈯午前10時～11時
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／中西勉（国立障害者リハビリテー
ションセンター病院生活訓練専門職）　
人60人（先着）
申電話かFAX、Eメールで日本網膜色素
変性症協会（☎5753－5156Fax5753－
5176 info@jrps.org）へ
問障害者福祉課☎5742－6710

産業技術高等専門学校オープンカレッジ
日6月20日㈯、7月18日㈯、9月19日㈯、
10月17日㈯、11月21日㈯
午前10時～正午（全5回）
内松尾芭蕉の紀行文「野ざらし紀行」「笈

おい

の小文」から「おくのほそ道」へ　
人中学生以上の方30人（抽選）
￥3,300円
場申6月4日㈭（消印有効）までに、はが
きかFAX、Eメールで講座名、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を
同校（〠140－0011東大井1―10－40
Fax3471－6338 office@s.metro-cit.
ac.jp）へ
問文化観光課生涯学習係

ひとり親家庭のためのパソコン教室
（第2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27日㈯、7月5日㈰・11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6月4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

講座・講演

ファイル情報 
問い
合わせ 〠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

　●お知らせ

   ご協力ください
■拠点回収
（古着、廃食用油、不用園芸土、小型家電＜特定品目＞）
6月13日㈯・27日㈯午前10時～正午＝小学校など
29カ所　小学校（台場・三木・第一日野・第三日野・
後地・小山・第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・
城南第二・立会・旗台・大井第一・延山・宮前・芳水・
伊藤）、小中一貫校（日野・伊藤・豊葉の杜学園）、地
域センター（品川第一・大崎第一・大井第二・大井第三・
八潮）、区役所、品川区清掃事務所
※雨天決行。

■使用済みインクカートリッジの回収
家庭で使用済みになったインクカートリッジを、区役
所・地域センターなど26カ所で回収しています。

   リサイクル情報紙「くるくる」
「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」を掲載（1日発行）
し、地域センター・図書館などの区施設などに置いて
あります。7月号の掲載は、6月23日㈫までに電話か
FAXでお申し込みください。

   リサイクルショップ「リボン」
18歳以上の方はどなたでも出品できます。希望の方は
電話か店頭で予約してください。
※出品時、住所・年齢の確認できるものが必要です。
手数料／出品1点につき100円（家具は300～500円）
定休日／両店とも水曜日
※販売実費として、売り上げの42％をいただきます。
※不用品交換情報ボードは無料です。希望の方は来店
してください。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。
大井町店

広町2－1－36　第三庁舎2階　☎5742－6933
営業時間／午前10時～午後5時30分
取扱商品／家具、インテリア用品、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に運送業者を紹
介します（運送料は有料）。
●大井町店「レインフェア」
不用な新品の傘・雨具などを出品してください。
募集期間／5月26日㈫～6月9日㈫
販売期間／6月1日㈪～30日㈫
※出品は1人1回限り5点まで、予約してお持ちください。

旗の台店
旗の台5－13－9　旗の台駅南口下車　☎5498－7803
営業時間／午前11時～午後7時（祝日は午後5時まで）
取扱商品／衣服など日用品
●旗の台店「婦人用靴とバッグ」「紳士・婦人用スポー
ツウェア」の出品募集
日5月22日㈮～26日㈫午後1時～4時
※出品は1人1回限り10点まで、予約なしで身分証明
書を持ってお越しください。

   フリーマーケット
■出店者募集
日 6月6日㈯午前9時30分～午後2時
※雨天時は7日㈰。
募集数／50店
出店料／600円
場 申当日、しながわ区民公園（勝島3－2）へ
問守本☎3763－7613
■お越しください
日 6月11日㈭午前10時～午後1時
※雨天中止。
場峰原公園（大崎3－17）
問菊田☎3490－8407

回収時間外に回収品目を施設に置いていく行為は
おやめください。
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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中国語初中級
日6月3日～24日の水曜日
午後7時～8時30分（全4回）
※全10回のうち7回目からの途中入会、5
月27日㈬の体験受講（500円）が必要。
人10人（先着）
￥11,608円（テキスト代込）
②ジャズダンス
日5月30日～6月20日の土曜日
午後6時30分～7時45分（全4回）
※全10回のうち7回目からの途中入会。
人8人（先着）
￥6,000円
③自然を感じる  つる編み
日6月12日㈮午後1時30分～4時
※全3回のうちの3回目。
人12人（先着）
￥4,000円（教材費込）
④やさしい健康太極拳
日5月29日～6月26日の金曜日
午後1時30分～午後3時（全4回）

※全10回のうち7回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥5,200円
───────共　　通───────
場 申電話で、メイプルセンター（西大井
駅前☎3774－5050）へ

品川＆早川ふるさと交流
ホタル見ナイトプラン
森の中の静かな池で、ホタルが光り舞う
姿を家族でお楽しみください。
日6月13日㈯～7月4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

区民の方
（区内在住・在勤）

利用月の6カ月前の1日より
12月分の受付／6月1日㈪より
※年末年始（12月26日～28年1月3日）は1月分と一緒に7
月1日から受け付け、抽選となります。

区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

○品川荘・光林荘を経営する民間事業者が運営する他の施設も利用できます。詳しく
はホームページをご覧いただくか上記施設へお問い合わせください。

●代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人数などを電話かFAX、ホー
ムページ予約フォームで各施設へ直接お申し込みください。
※予約受付は先着順。ただし、繁忙期は抽選、締め切りはそれぞれの受付開始月の月末。
※紅葉シーズン（光林荘：10月17日㈯・24日㈯・31日㈯、11月1日㈰～3日㈷・7日㈯）
は繁忙期です。11月分は5月31日㈰締め切りで抽選となります。
※年末年始（12月26日㈯～28年1月3日㈰）は1月分と一緒に7月1日㈬から受け付け、
7月31日㈮締め切りで抽選となります。
※区民の方は区の補助により料金の割引があるので、区民料金が設定されています。
宿泊時に住所などが確認できるもの（運転免許証、健康保険証、社員証など、障害者
の方は障害者手帳など）を宿泊者全員分お持ちください（確認できない場合は補助は
受けられません）。

午前9時～午後6時

各施設へお問い合わせください

保養所をご利用ください！

問地域活動課☎5742－6687

予約受付

伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321  
Fax0557－35－0345
www.shinagawasou.com/

日光市細尾町676－1
☎0288－54－0988  
Fax0288－54－0954
www.korinsou.com/

品川荘 光林荘
お出掛け
ください

五反田文化センター

プラネタリウム
場問同センター（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451）

　★6月のプラネタリウム

日内土・日曜日、祝日　※投影時間は約50分。
①午前11時＝親子向け投影 ｢なつのおほしさま｣、アニメーション「リー
ベルタース天文台だより～夏の星座の物語」
②午後1時30分③午後3時30分＝特集のお話 ｢太陽系に生命が?! 水星と
土星｣
※各回とも、前半は当日の星空の解説。　※6月20日㈯の③は休止。
人①小学3年生以下のお子さんと保護者86人②③各86人（先着）
※小学生未満は保護者同伴。
￥各200円、4歳～中学生50円
観覧方法／当日、会場へ

   1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣
6月の特徴的な天体などを解説します。
日6月20日㈯午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（抽選）
￥300円、小・中学生100円

   2 6月の天体観望会「土星」
日6月26日㈮午後7時～8時30分
講師／松谷研、宮坂憲央
人80人（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。

申1は6月9日㈫、2は6月16日㈫（必着）までに、往復はがき（4
人まで）で講座名、住所、電話番号、参加者全員の氏名（ふりがな）・
年齢を同センターへ
※定員に満たない場合は、1は6月11日㈭、2は6月18日㈭午前10
時から電話受付（先着）。

共
通

親子シート
もあるよ

公開講座「真の健康長寿とは何か」
様々な分野の講師が健康長寿について話
します。
日6月6日㈯午後1時30分～6時

内容 講師

心に木を植える Ｃ．Ｗ．ニコル
（作家）

統合医療による認知症
の予防・改善

塩田清二
（星薬科大学教授）

食と健康 服部幸應
（料理評論家）

美しい睡眠姿勢で一生
健康に

山田朱織
（整形外科医師）

人2,500人（先着）
場参当日、直接星薬科大学本館メインホー
ル（荏原2－4－41）へ
問健康課☎5742－6744、美しく老いる
会☎3470－0211

杉野学園春期パートナーシップ講座
テキスタイルの魅力 電子

日6月20日㈯午後2時～3時30分
場杉野服飾大学（上大崎4－6－19）

内つづれ織り、型染め・友禅染めの制作
技法と作品の紹介など
講師／鈴木美和子（杉野服飾大学教授）
人16歳以上の方100人（抽選）
申6月4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

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月31日
㈰

午前9時15分
～11時30分

しながわ中央公園
（区役所前）

午後1時30分
～3時45分

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

催　し

レッツ スポーツ
西大井地区リフレッシュ健康体操

日6月2日～23日の火曜日午後7時～8時45分
（全4回）
￥1回200円
運営／西大井地区スポ・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冨士
見台中学校（西大井5－5－14）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

大井地区楽しいトリム教室
日6月7日～28日の日曜日午後1時30分～3時（全4回）
￥1回100円
運営／大井地区スポ・レク推進委員会
場 参当日、運動のできる服装で上履き・バスタオル・
タオル・飲み物を持って山中小学校（大井3－7－
19）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

荏原地区サンデーテニス教室
日6月7日～8月23日の日曜日午後5時～6時15分
（全12回）　※小中学生は午後4時～5時。
人小学4年生以上の初心者の方
￥1回300円、小中学生100円（保険料込）
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中延小学校（中延1－
11－15）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

フラダンス講習会
音楽に合わせて楽しみながら身体を動かし、心身を
リラックスしてみませんか。
日6月13日㈯・20日㈯午前10時～11時30分（全2回）
講師／林啓子・中澤知子（芥川美佳ハワイアンフラ
スタジオ指導員）
人40人（抽選）
￥860円（保険料込）
場 申5月31日㈰（消印有効）までに、往復はがきで
講習名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を戸越
体育館へ

第65回品川区民スポーツ大会（春季）剣道大会
日6月14日㈰午前9時～午後5時
場総合体育館
￥500円、小中高生300円
種目／小学1・2年の部、小学3・4年の部、小学5・
6年の部、中学1年男子の部、中学2年男子の部、中
学3年男子の部、中学女子の部、男子初段以下の部、
男子2段の部、男子3段の部、女子3段以下の部、高
段者（4段以上）の部
申6月6日㈯までに、費用を持ってスポーツ協会へ

9人制ねんりんバレーボール大会
日6月28日㈰午前9時から
場総合体育館
人男子の部＝45歳以上　女子の部＝50歳以上
試合方法／ブロック別トーナメント戦（敗者戦あり）
￥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17日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ（6
月15日㈪を除く）
※主将会議は6月24日㈬午後7時から総合体育館。

無料投影実施中 「おひるのくつろぎプラネタリウム」
日水・木曜日午後0時35分～50分



● 健康センター・総合体育館コース型教室
●  品川産業支援交流施設「SHIP」
● 環境特集
● 集中豪雨に備えましょう

古紙配合率80％再生紙を使用しています
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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。

健診は健康への
投資！

国保基本健診で
生活習慣病を予防しよう！

！2020年

品川区役所前を走る聖火ランナー

輝 け 　今から50年程前の1964年10月10日、国立霞ヶ丘競技場（新
宿区）で第18回オリンピック競技大会の開会式が行われまし
た。10月24日までの15日間、93の国と地域が参加し、20競
技163種目の熱戦が繰り広げられ、選手・競技関係者・観客
など国内外から多く人が東京を訪れました。
　このオリンピック東京大会は、戦後復興した日本の姿を国
際社会に示す機会でもあり、これを機に東京の都市基盤の整
備も進みました。区内を走る首都高速1号羽田線（鈴ヶ森－
羽田西間）、東京モノレール、東海道新幹線などはこの年に開
業したものです。
　さて、開会式でメインスタンドに灯

とも

された聖火は、8月21日

にギリシャのオリンピア・ヘラ神殿跡で採火式が行われ、ア
ジア各国を回り、沖縄を経て国内3カ所（鹿児島市、宮崎市、
千歳市）から4コースでトーチリレーされたものです。その中
で宮崎市をスタートした第2コースの聖火が10月8日に横浜を
出発し、第一京浜国道沿いに大森海岸駅前から品川区に入り、
沿道の区民が盛り上がりを見せる中、品川区役所前（現在の
品川保健センター）から山手通りを進み、目黒区へ駆け抜け
て行きました。
　選抜された聖火リレーの走者・伴走者の中には中学・高校
生も含まれていました。2020年の聖火リレーはどのような形
で誰が走ることになるのでしょうか。

No.2

　ある日、突然倒れると思われがちな「心筋梗塞」や「脳卒中」ですが、実は、10～15年かけてゆっくりゆっく
り血管がボロボロになった結果、引き起こる場合が多いのです。健診でわかる「高血圧」や「高脂質」、「高血糖」
の状態は、放っておくと血管を徐々に徐々に傷つけますが、その間に、自覚症状はほとんどありません。毎年必ず
健診を受け、“声なきカラダ”の現状を知りましょう。
問い合わせ 国保医療年金課保健指導係☎5742－6902

●メタボでない方の
　年間医療費の平均

●メタボの方の
　年間医療費の平均

＝94,037円＊1 ＝378,365円＊2

＋ ＋

＊1 23年度に国保基本健診を受けてメタボ非該当だっ
た50人の24年度の年間医療費の平均

＊2 23年度に国保基本健診を受けてメタボ該当だった
50人の24年度の年間医療費の平均

その差　284,328円

●国保基本健診では、メタボに着目した約8,000円分の健診項目を無料で実施しています。

　国保基本健診は、受診券が届いてから翌年3月31日までの期間であれば、年に1回いつでも受診できます。この機会に、早めに受診してみませんか

国保基本健診の受診券を
5月下旬に発送します

国保基本健診
早得キャンペーンを
実施します！

血管の老化を加速させる！メタボリックシンドロームとお金の関係

品川区国民健康保険に加入している
40～74歳の方は、年度に1回無料で
「国保基本健診（特定健診）」を受
診することができます。
※過去（3年分）の健診結果のついた受診
券は原則、簡易書留で郵送します。不在で
区役所へ返送された場合は再度普通郵便で
郵送します。

国保基本健診は、早めの受診がお勧め
です。

早得キャンペーン情報
8月31日までに健診を受けた方限定！
品川区マイスター店（協賛店のみ）で
27年10月31日まで使える 割引クーポン 
を全員に プレゼント します（健診結果
を受け取る際に 医療機関 で配布）。

　加齢とともに血管が老化することはある程度仕方のないことですが、内臓脂肪が過剰に蓄積した状態である
メタボリックシンドローム（メタボ）は、血管を傷つけ、血管の老化を加速させます。血管の老化は自覚症状
がないため、健診で早期発見をして、早期改善をすることが大切です。
　また、メタボでない方とメタボの方の年間医療費の平均を比較したところ、メタボの方は約4倍も多く医療
費がかかっていることがわかりました。毎年健診を受けメタボを早期に発見することは、将来かかる医療費を
抑えることにもつながります。

医療費
57,105円

医療費
183,227円

薬剤費
36,932円

薬剤費
195,138円

4倍

ドロ
　ドロ

場きゅりあん大ホール（大井町駅前）
曲目／となりのトトロ、いつも何度でも
（千と千

ち ひ ろ

尋の神隠し）、いのちの記憶（か
ぐや姫の物語）ほか
出演／井上あずみ、木村弓、二階堂和美、
Ｎ響団友オーケストラ（16人編成）
￥3,000円、小・中学生1,500円

（全席指定）

発売開始／6月5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。
※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。

午後の音楽会
～オーケストラで聴くジブリ音楽～
8月23日㈰午後3時開演（午後2時30分開場）
主題歌などを歌ったアーティストたちが出演します

問チケットセンターCURIA（キュリア）
☎5479－4140




