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　目黒川や立会川、東京湾に接する運河、かつて区内を流れていた品川用水など、
川との結びつきの強い品川区。現存する橋のなかには江戸時代からの道すじに架かる
橋もあり、そこには橋にまつわる物語も伝わっています。
　今日も橋を渡って、こちら側からあちら側へ。人と人、あるいは人と場所をつなぐ
「橋」が今号のキーワードです。

し
がな

N0.4 橋橋

天王洲南運河の両岸に広がる、
東品川海上公園と天王洲公園
をつなぐ橋です。

江戸時代、徳川将軍がこの地
に鷹狩りに来た際に橋を架け
たことから「御鷹野橋」と呼
ばれていました。現在の名は、
「将軍がお成り」のたびに橋
を架けたことに由来するとい
われています。

京浜運河に架かる、八潮
パークタウンと大井方面
をつなぐ橋は全部で３つ。
その中央に位置するかも
め橋は、自動車は通るこ
とのできない人道橋です。

京急本線「立会川駅」南側の高架
下。立会川に架かる橋は、かつての
線路の鉄橋を利用した人道橋です。
京浜急行線の高架化にともない廃線
となった鉄橋は橋に生まれ変わり、
「ボラちゃん橋」の愛称でも親しま
れています。これは平成15（2003）年、
立会川の水質改善の結果、海からボ
ラの大群が遡上したことがマスコミ
に大きく取り上げられたことから、
いつまでもボラが泳ぐきれいな川を
願う気持ちが込められています。 現在、目黒川に架かる品川橋。旧東海道の宿場町の雰囲気を醸し出

すような橋上のデザインになっています。
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　3歳児のフッ化物塗布

日8月31日㈪まで
人23年7月1日～24年6月30日生まれの
お子さん
場参対象者に送付した受診券を持って、
区内契約歯科医院へ
問健康課保健衛生係☎5742－6745

　4・5歳児歯科相談とフッ化物塗布

4・5歳児の希望者にフッ化物塗布、ブラッ
シング指導、歯科衛生相談を行います。
日6月13日㈯午後1時～3時
人4・5歳のお子さんと保護者
※保護者のお口の健康度テスト（先着50
人）も実施。
場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問健康課保健衛生係☎5742－6745

　難病患者と家族のつどい

日6月22日㈪午後1時30分～3時30分
内体操と情報交換
人神経難病患者と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

　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
6/15㈪

12:00～15:00
啓発展示室
（第二庁舎3階）

6/17㈬
13:00～16:00

武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

※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

　難病の方のための音楽療法

日6月16日㈫午後1時30分～3時30分
内合唱合奏を通した心身のリフレッシュ
講師／藤井洋平（音楽療法士）　
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／飲み物　
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　成人歯科健康診査

日28年3月31日㈭まで
人区内在住で28年3月31日現在、40歳、
45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70
歳の方
場参対象者に送付した受診券と健康保険
証を持って、区内契約歯科医院へ
問健康課保健衛生係☎5742－6743

　40代からの健康塾

コース 曜日 時間 定員
（抽選） 会場

Ａ 金 13:15～14:15 各
25人

品川健康
センターＢ 土 10:30～11:30

Ｃ 火 19:45～20:45 20人 荏原健康
センターＤ 水 11:20～12:20 30人

※Ｄは運動量の多いコース。
日8～11月（全14回）  
人生活習慣病の改善に取り組む40歳以上
の方    
￥各3,200円    
申6月12日㈮（必着）までに、往復はが
き（1コース1枚） で講座名、コース、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を
A・Bは品川健康センター（〠140－0001
北品川3－11－22☎5782－8507）、C・
Dは荏原健康センター（〠142－0063荏
原2－9－6☎3788－7017）へ  
※コースの変更・振り替え・返金は不可。

　母乳相談

日①6月16日㈫午後3時～4時
②6月17日㈬午後2時15分～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親各10
人（先着）
場申電話で、①は大井保健センター☎
3772－2666、②は荏原保健センター☎
3788－7016へ

　むし歯撃退教室

日6月19日㈮午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、効果
的な歯磨き・フッ化物使用法（実技）
人歯が8本生えた1歳5カ月までのお子さ
んと保護者20組（先着）
場申6月2日㈫から、電話で荏原保健セ
ンター☎3788－7015へ
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ファイル情報 

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）

6月7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）

6月7日㈰

 林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
 かすや歯科東海クリニック 南品川 3 － 4 －14 ☎3450－6870
 井口歯科医院 荏　原 3 － 8 －15 ☎3788－0202
 飯塚接骨院 南大井 4 －11－ 6 ☎3763－3270
 せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

6月6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
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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

〠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
　ぜん息健康教室 　品川＆早川ふるさと交流  早川もりもりキッズ「夏休み冒険キャンプ」

　パパズプログラム「パパと一緒にクッキング」

　荏原ジュニア水泳教室

日8月1日㈯・3日㈪・4日㈫・6日㈭～8日㈯
午前9時30分～午後3時30分（全6回）
場荏原平塚学園（平塚3－16－26）
内医師・看護師による健康チェックのもとでの水泳指導、臨
床心理士によるカウンセリング、医師によるぜん息学習会など
人区内在住で小学1年～中学3年生のぜん息児40人（事前ア
ンケートにより選考）
※受付後、事前アンケートを送付します。　
※弁当持参。
申6月26日㈮（必着）までに、はがきかFAXで教室名、住所、
氏名、生年月日（学年）、保護者の氏名・電話番号を健康課
公害補償係（〠140－8715品川区役所☎5742－6747 
Fax5742－6883）へ

自然の中で過ごす子どもキャンプです。料理はすべて自分た
ちで作り、ドラム缶風呂もまきで沸かします。
日7月27日㈪～29日㈬　
宿泊／茂倉集落公民館・元茂倉分校（山梨県）
人区内在住の小学1年～中学1年生
￥38,640円（2泊6食付き宿泊費、プログラム参加費、消費税）
※送迎など詳しくはお問い合わせください。　※区内在住の
方は、年度内3泊まで1人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

野外でダッチオーブンと七輪で手作りピザを作ります。
日6月7日㈰午前10時～午後2時
人区内在住の5歳～小学生のお子さんと父親15組（先着）
￥1人300円　
持ち物／皿、フォーク、スプーン、水筒、ハンドタオル
場申6月5日㈮までに、費用を持って八潮児童センター（八潮
5－10－27☎3799－3000）へ

日9月2日～28年3月23日の水曜日（全25回）

場荏原文化センター温水プール（中延1－9－15）
￥25,000円（保険料・登録料込）
申6月15日㈪（必着）までに、往復はがきに「荏原ジュニア
水泳教室」とし、コース（第2希望まで）、住所、氏名、4月
1日現在の年齢（学年）、電話番号、泳力を旗の台文化センター
（〠142－0064旗の台5－19－5）へ
問荏原文化センター受付窓口☎3785－1241

コース 時間 対象 定員（抽選）
Ａ 16:00～17:10 5歳～小学生 50人
Ｂ 17:10～18:20

5歳～中学生
40人

Ｃ 18:20～19:30 各50人Ｄ 19:30～20:40 　夏季ジュニアゴルフ教室（初心者・初級者向け）

コース 対象 　日時（全8回）　 費用 定員
（抽選） 会場

JA 小・中
学生

7/2 ～8/27の木曜日
17:00 ～18:00 各

16,800
円

各
6人

加藤農園ゴルフ
リンクス
（大田区新蒲田
3－12－2）JB 7/3 ～8/28の金曜日

18:45 ～19:45
※費用は、貸しクラブ・ボール代込。
申6月19日㈮（消印有効）までに、往復はがきで教室名、コー
ス、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、学校名、学年、
ゴルフ経験の有無をスポーツ協会へ

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  豊かな心を育む大切なところです

「家庭の日」
です

毎月第一
日曜日は

第2期分
（8～11月）募集区広報紙に

広告を掲載しませんか
「広報しながわ」の毎月21日号に掲載
する広告を募集します。
広告掲載号／8 ～11月の21日号
発行部数／13万6千部
申6月25日㈭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☎
5742－6644 Fax5742－6870）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。

広告の大きさ掲載料（1回）
1号 縦 4.4cm 横 23.4cm 14万円
2号 縦 4.4cm 横 15.5cm 9万円
3号 縦 4.4cm 横 11.6cm 7万円
4号 縦 4.4cm 横 7.7cm 4万5千円
5号 縦 9.0cm 横 11.6cm 14万円

「家庭の日」には…
・家族一緒に過ごす時間を大切にしましょう。
・家事の分担やお手伝い、門限など、家庭内
のルールをみんなで話し合って、決めましょう。
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「いきいき脳の健康教室」開催中！～参加者追加募集

週1回の教室で30分程度の簡単な読み書き・計算を、学習サポーターと一
緒に行います。自宅では毎日10分程度の学習もあります。
日9月までの午前9時30分～11時30分
※1人あたりの学習時間は30分程度。
人1人で教室へ通える65歳以上の方若
干名（先着）
￥月2,600円（教材費込）
申本人が電話で、高齢者地域支援課
介護予防推進係☎5742－6733へ

6月の区議会
本会議／25日㈭午後1時、26日㈮午前10時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
29日㈪・30日㈫午前10時
議会運営委員会／24日㈬午前10時30分
※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

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7月1日㈬・7日㈫午後1時～3時30分、
13日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日7月23日㈭午後1時～4時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）
相談
日7月3日㈮・17日㈮・24日㈮・31日㈮
午後1時～4時、10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。
○カウンセリング電話相談
日7月2日㈭・9日㈭・16日㈭
午前10時～午後3時30分
相談電話／5479－4105

6月1日は全国一斉「人権擁護委員の日」
人権擁護委員は、地域住民の中から人権
擁護に理解のある方を区長が推薦し、法
務大臣が委嘱します。
＜区の人権擁護委員＞
野田律子（東品川）　小原愉里（東品川）
須藤耕二（東大井）　小越是誠（南大井）
大西英敏（大井）　　森田和枝（西大井）
海沼マリ子（平塚）　田中康則（旗の台）
冨沢敦子（戸越）　　松尾和英（小山台）
●人権身の上相談を行っています
日第1・3火曜日午後1時～4時
申相談日1週間前の午前9時から電話で☎
3777－1111（代表）へ
問広報広聴課区民相談室☎3777－2000

教科書展示会を開催します
28年度から使用予定の中学校用教科書の
展示会を開催します。
特別
展示

6/8㈪～18㈭
※日曜日を除く

教科書センター
（西五反田6－5－1
教育総合支援セン
ター内）法定

展示

6/19㈮～7/4㈯
※日曜日を除く

6/19㈮～7/2㈭ 品川図書館
（北品川2－32－3）

※時間は午前9時～午後5時。

問教育総合支援センター教育事務係
☎3490－2005

27年6月支払い分から年金額が改定
されます
27年4月分以降の受給額は、プラス0.9％
の改定が行われます。詳しくは年金額改
定通知書をご覧ください。
●老齢基礎年金（年額）
780,100円（満額）
●障害基礎年金（年額）
1級障害＝975,100円
2級障害＝780,100円
※お子さん（18歳の誕生日後、最初の3
月31日まで。障害者は20歳未満まで）
がいる場合の加算額は、1・2人目は各
224,500円、3人目以降は各74,800円
です。
●遺族基礎年金（年額）
子1人のいる配偶者が受ける場合＝
1,004,600円
子が受ける場合＝780,100円　
※お子さん（18歳の誕生日後、最初の3
月31日まで。障害者は20歳未満まで）が
2人以上いる場合の加算額は、2人目は
224,500円、3人目以降は各74,800円で
す。
問品川年金事務所☎3494－7831

6月1日～7日は水道週間
安全でおいしい水を飲むために
ビルやマンションなど貯水槽を使用して
いる施設では、日常の点検や清掃を怠る
と思わぬ汚染や事故につながることがあ
ります。水道週間を機に施設の点検をし
て適正な管理を心がけましょう。
○水の臭い、味、色、濁りなどの異常が
ないか（毎日）
○貯水槽内部に汚れや破損がないか、ま
たポンプなどに異常がないか（月1回）
○貯水槽を清掃する（年1回）
○貯水量が10㎥を超える受水槽は、登録
検査機関の検査を受ける（年1回）
※「小規模貯水槽水道等の衛生管理」など
のパンフレットを配布しています。
問生活衛生課医薬環境衛生担当
☎5742－9138

介護者教室
日6月20日㈯午後1時～3時
内「いつまでも自分の足で歩くために」健
康寿命を延ばすための運動
講師／鈴木俊裕（理学療法士）
人20人程度（先着）
場申6月19日㈮までに、電話で東品川在
宅サービスセンター（東品川3－1－8☎
5479－2946）へ

「認知症カフェ笑う門
かど

　倉田の家」
本人・家族・地域の人たちが共に学び、
楽しく交流できる場です。認知症に関連
したミニ講座・出前寄席などを行います。
日6月14日㈰
午前10時30分～午後2時
場参当日、直接大井在宅サービスセンター
（大井4－14－8☎5742－2721）へ

お知らせ！

シニアクラブ

会場 曜日
いきいきラボ関ヶ原
（東大井6－11－11） 火

ゆたかシルバーセンター
（豊町3－2－15） 木

山中いきいき広場
（大井3－7－19） 金

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11） 金

レッツ スポーツ
　夏季水泳指導員養成講習会・検定試験
●講習会
日6月27日㈯午後6時30分～9時25分・28日㈰午後5時30分～8時50分
7月12日㈰正午～午後5時（全3回）
●検定試験
日7月20日㈷午前9時～午後3時30分
内学科＝水泳教育と指導法、事務心得、連盟規約など　実技＝100ｍ個人メドレー
泳形審査：男性1分40秒・女性1分50秒以内（年齢加算あり）、潜行15ｍ
────────────────共　　通────────────────
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）、総合体育館
人18～55歳の各種泳法にたん能で健康な方10人（先着）
￥2,500円（救命テキスト代1,400円別）
※検定試験合格者に認定証を授与、公認指導員として品川区水泳連盟に登録。
主催／品川区水泳連盟
申スポーツ協会で配布する募集要項を確認の上、6月14日㈰までに費用を持って
スポーツ協会へ

　第1回バスケットボール大会
日6月27日㈯・28日㈰、7月5日㈰・11日㈯・18日㈯・25日㈯
場総合体育館､ 戸越体育館
種目／男子1部・2部､ 女子の部
内トーナメント戦　￥1チーム13,000円、登録チーム8,000円
申6月11日㈭までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※代表者会議は、6月17日㈬午後7時から総合体育館。

　第2回バドミントン大会
日7月5日㈰午前9時から　場総合体育館
種目／①クラス別シングルス戦
②年齢別ダブルス戦（男子40代、50代）（女子30代、40代A・B、50代A・B）
内予選リーグ、決勝トーナメント戦　
￥1人2,200円、協会登録者1,500円
主催／品川区バドミントン協会
申6月17日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ（15日㈪を除く）

　第65回品川区民スポーツ大会（夏季）第14回スローピッチソフトボール大会
日7月5日～8月2日の日曜日　場品川南ふ頭公園（東品川5－8）
内7回戦・トーナメント戦
人区内在住か在勤の18歳以上（10～15人）で構成する20チーム（抽選）
￥1チーム3,000円
申6月19日㈮（消印有効）までに、はがきかFAXに「ソフトボール大会」とし、チー
ム名、代表者の住所・氏名・電話番号をスポーツ協会へ　※代表者会議は、6月
28日㈰午後1時30分から八潮地域センター（八潮5－10－27）。

　夏季ゴルフ教室

コース 対象 日時（1回1時間全8回） 費用 定員
（抽選） 会場

Ａ 初級 7/27～9/28 月 13:00 19,000円 10人

馬込ゴルフガーデン
（大田区北馬込1－30－4）

B 中級 14:10 22,000円 8人
C

初級 7/28～9/29 火 17:30
各

19,000円
各
10人D 19:00

E 7/30～10/1 木 12:30
F 中級 14:00 22,000円 8人
G 初級 8/2～10/4 日 19:40

各
19,000円

10人
H
初心者
初級者
中級者

6/29～8/24 月 16:00
各
6人

加藤農園ゴルフリンクス
（大田区新蒲田3－12－2）

I 19:00
J      6/30～8/18 火 14:30
K 7/4～8/29 土 11:45
※費用は、貸しクラブ・ボール代込。　
※最少催行人数はA・C～E・Gは各5人、B・Fは各4人。
申6月19日㈮（消印有効）までに、往復はがきで教室名、コース（第3希望まで）、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号をスポーツ協会へ

年齢 年 月現在

日内はじめてコース（インターネット入門）＝①7月②9月の火曜日午前9時
30分～正午、③7月の水曜日午後1時～4時
なれようコース（ワード入門）＝④7月⑤9月の火曜日午後1時30分～4時、
⑥7月の水曜日午前9時30分～正午
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
人55歳以上の方各12人（抽選）　￥各2,000円（教材費込）
申6月11日㈭（必着）までに、はがきかFAXでコース、①～⑥の番号、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を高齢者地域支援課介護予防推進係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6733 Fax5742－6882）へ
※複数のコース・月には申し込めません。

Windows7による
パソコン教室（初心者）

階段で2階へあがります

 ○パソコン相談
日月～金曜日午後1時～5時　内購入・使い方、操作中のトラブルなどの相談
場申当日、午後4時までにいきいきラボ関ヶ原☎6902－0025へ無料体験も実施しています！
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初心者 201

月

18:00
初　級 202 19:00
初心者 203 20:00
初　級 204 21:00
初心者 205

火

10:00
初　級 206 11:00

初中級 207 12:00
208 14:00

中　級 209 15:00
初　級 210 18:00
初心者 211 19:00
初　級 212 20:00
初心者 213 21:00
初心者 214

水

14:00
初　級 215 15:00
初中級 216 18:00
中　級 217 19:00
初中級 218 20:00
中　級 219 21:00
初　級 220

木
14:00

初中級 221 15:00
222 18:00

ス
カ
ッ
シ
ュ　

★　
（
定
員
は
各
６
人
）

コース No. 曜日 開始時間 コース No. 曜日 開始時間
初　級 223

木
19:00

上　級 224 20:00
初中級 225 21:00
中　級 226

金

18:00
初中級 227 19:00
中　級 228 20:00
初中級 229 21:00
初　級 230

土

11:00
中　級 231 12:00
初中級 232 13:00
初　級 233 15:00
初心者 234 16:00
初中級 235 17:00
初　級 236

日

10:00
初中級 237 11:00
初心者 238 12:00
初中級 239 14:00
初　級 240 15:00
初中級 241 16:00

　8月～11月総合体育館コース型プログラム

コース No. 曜日 開始時間 定員
かんたんエアロ60 1

月

  9:15

各
35人

ストレス解消！のびのび体操 2 13:50
さわやか体操＆背骨ケア 3 12:35
かんたんエアロ60 4 19:45

中高年の健康運動　★ 5 水 14:25
6 木 16:00

朝の健康体操 7
金

  9:15
肩こり・腰痛解消体操 8 11:35
脂肪燃焼エアロ60 9 15:30

ステップ＆スーパー引き締め
10 月 11:20 各

30人11 水   9:15
12 木 18:30

キッズダンス（５～９歳）　★ 13 月 17:05 各
20人14 水 17:00

ジュニアHIP HOP（小3～6） 15 木 17:15
 （1歳） 16 金 12:55 各

20組親子で頑張ろう （2歳） 17 土 12:10
 （3～5歳） 18 13:20
グループパワー（バーベル筋トレ） 19 水 20:00 25人

コース No. 曜日 開始時間 定員
初めてボクシングフィットネス 20 火 19:45

各
35人

本格ボクシングフィットネス 21 木
はじめてHIPHOP 22 日 10:30

はじめてフラダンス
23 火 14:10
24 木 12:30
25 金 17:05

ステップアップフラダンス 26
火

13:00
はじめて太極拳 27 15:20
ステップアップ太極拳 28 16:30
かんたんピラティス 29 水 15:40ピラティス 30 土
骨盤調整エクササイズ 31

木
14:45

リフレッシュヨーガ　★

32 9:15
33 11:20
34

金
10:25

35 14:15
36 18:30
37 土 19:45
38 日 12:45

※★は同一種目内で1人1通。
※No.16～18・93～121は親1人子ど
も1人で1組。
※No.13～18・93～152の月齢・年齢
は、27年7月31日現在。
※区内在住・在勤・在学の方を優先
し抽選。
※申請者以外は入室不可（託児なし）。
※コースの変更・譲渡・振り替え・返
金は不可。
※定員に満たないコースは、7月5日㈰
午前9時から受け付け（先着。初日は
電話受付のみ）。
※定員の半分に満たないコースは閉
講する場合があります。

人15歳以上の方（抽選）　※No.13～18・93～152は除く。
場申6月12日㈮（必着）までに、往復はがき（1コース1枚）でコース、
No.、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、区内在勤か在学の方
は会社名・学校名と所在地・電話番号、No.13～18・93～152はお子
さんの氏名（ふりがな）・生年月日を、No.1～38は荏原健康センター
（〠142－0063荏原2－9－6☎3788－7017）、No.39～358は品川健
康センター（〠140－0001北品川3－11－22☎5782－8507）へ

荏原健康センター（荏原2－9－6）（全15回）

8月～11月

コース No. 曜日 開始時間 定員

体
操
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

かんたんエアロ60 39 月 10:45 各
42人40 水 13:15

ステップシェイプ 41 20:00 40人
モーニングストレッチ 42 火 9:30 25人
健康リズム体操 43 13:15 36人
はじめて健康体操 44 木 15:00

各
25人

姿勢改善でカラダ快調 45 水 10:45肩こり・腰痛解消教室 46 木

筋肉トレーニング（初級）　★ 47 日 9:15
48 10:25

身体メンテナンス 49 月 12:30
50 木 18:45

インナービューティー骨盤ケア 51 11:45
骨盤調整エクササイズ 52 火 19:00 各

20人ストライクボクシング 53 21:10
ボクシングフィットネス 54 土 19:30 45人

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

やさしい一楽庵太極拳 55 水 9:45 40人
はじめて太極拳 56 火 13:00 20人

やさしい気功 57 月 9:30 各
40人58 火 10:45

リフレッシュヨーガ　★

59 11:15 各
25人60 水 19:50

61 木 20:00 各
50人62 金 9:50

63 20:00
64 土 14:15

各
25人

65 18:30
アロマヨーガ 66 木 20:00

かんたんピラティス 67 水 12:00
68 14:30

ピラティス
69 月 11:15
70 水 18:50
71 木 13:00

骨盤調整ピラティス 72 月 20:00

バ
レ
エ

はじめてクラシックバレエ 73 火 18:50 各
40人 （初級）クラシックバレエ

 （初中級）

74 金 11:10
75 土 12:35
76 17:00

各
20人

ダ
ン
ス

はじめてフラダンス
77 月 15:55
78 火 19:50
79 金 14:30

ステップアップフラダンス 80 月
81 火 18:40

ビューティーフラ 82 土 16:00
はじめてタップダンス 83 水 18:40
フラメンコ入門 84 月 19:30
フラメンコ初級 85 木 19:00

ベリーダンス 86 金 19:50 各
21人87 土 14:00

はじめてジャズダンス 88 月 20:45

各
20人

はじめてHOUSE 89 火 20:15ボリウッドダンス 90 水
ジャンベをたたいて踊ろう！！ 91 日 17:00
はじめてヒップホップ 92 金 19:00

コース No. 曜日 開始時間 定員

親
子
（
親
１
人
・
子
１
人
で
１
組
）

ベビーヨーガ　★
（2カ月～1歳５カ月）

93 月 13:45

各
21組

94 火 10:00
95 木 10:3096

金ベビーマッサージ・芽育ストレッチ
（1カ月半～7カ月） 97 13:00

赤ちゃん親子・ママビューティー　★
 （1カ月半～11カ月）

98 月 11:45
各
20組

99 火 13:10
100 水 13:40
101 木 14:30

赤ちゃん親子・産後ビューティー
（1カ月半～7カ月） 102 水 12:00 30組

ベビママ with ストレッチ
（1カ月半～12カ月） 103 木 15:40 21組

ママとベビーのフィットリトミック
（8カ月～１歳６カ月）　　　　　 

★
104 火 12:00 30組105 木 各

20組106 13:15
107 金 11:45

よちよち親子・ママビューティー　★
（1歳～２歳６カ月）

108 月 13:15

各
21組

109 水 12:00
110 金 9:30

わんぱく親子・ママビューティー　★
（2～5歳）

111 火 11:45
112 水 10:15

わんぱく親子・体操名人（2～5歳） 113 木 12:00 30組
わんぱく親子・元気家族（2～5歳） 114

土

11:20 20組

よちよち親子・元気パパ（1～3歳）★
115 10:00

各
21組

116 11:45
わんぱく親子・元気パパ（3～7歳） 117 13:00
親子・ （1～4歳）
元気ファミリー　★ （3～6歳）

118 日 11:00
119 12:10

ママダンス with ベビー （1～3歳） 120 月 10:00
親子で楽しくフラダンス （3～12歳） 121 土 12:35 23組

子
ど
も
体
操
・
ス
ポ
ー
ツ

ヒヨコ（3・4歳）

★

122 月 14:25 22人
123 火 14:30 各

16人
124 金

ウサギ（5・6歳）
125 月 15:45126 火
127 金 15:50 各

22人
タイガー（小1～3）

128 月 16:55129 火 16人
130 金 17:00 22人

キッズビート体操（3歳5カ月～6歳）　 131 水 15:45 45人

キッズ空手（新極真会）（5歳～小4）★ 132

木

16:20 20人
133 17:30 28人

わんぱくサッカー（3・4歳） 134 16:15 16人

子
ど
も
ダ
ン
ス

キッズダンス～ポップ＆キュート（4～8歳）135 17:00

各
20人

キッズダンス （4～8歳）
  （小2～中3）

136 月 16:55
137 18:10

ジュニアダンス（小4～中3） 138 金 17:45
ジュニアビートフィットネス（小1～6） 139 水 16:55
 （3～5歳）
キッズチア　★ （4～6歳）
 （小1～4）

140 月 15:45 28人
141 水 15:30 各

20人142 16:45
キッズアイドルダンス（4～6歳） 143 火 16:30

品川健康センター（北品川3－11－22）（全14回）

健康センターコース型プログラム

人16歳以上の方（抽選）
※No.1～4・10・11・16・20・21・
24・25・28～30・37・38・44・
47・48・57は除く。
場申6月10日㈬（必着）までに、往
復はがき（1コース1枚）でコース、
No.、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、区内在勤か在学の方は
会社名・学校名と所在地・電話番
号、No.1～4・10・11・16・20・
21・24・25・28～30・37・38・
44・47・48はお子さんの氏名（ふ
りがな）・生年月日（月年齢）を総
合体育館（〠141－0022東五反田
2－11－2☎3449－4400）へ

コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員

親子
体操

「ひまわり」（2・3歳） 1

月

 9:45
各6,000円

各
10回

各
30組

「ちゅーりっぷ」（1歳） 2 11:00
「たんぽぽ」（8カ月～1歳4カ月） 3 12:15
「すみれ」（0歳） 4 13:30

やさしいヨーガ 5  9:30 7,000円 各
20人脂肪燃焼ステップ&筋トレ 6 10:45 各6,000円ボディバランス（姿勢調整） 7 12:00 15人

はじめてのヨーガ 8 13:15 7,000円
各
20人

はじめてのバレエ 9 14:30
各6,000円こども

バレエ
「キューピット1組」（4～6歳） 10 16:00
「エンジェル」（小1～4） 11 17:15

ヨーガ入門 12 19:00 各7,000円骨盤調整ヨーガ 13 20:10 15人
ピラティスストレッチ 14

火

 9:30
各8,400円

各
14回

各
25人ピラティス入門 15 10:45

ママのピラティス（0歳） 16 12:05 20組
やさしい太極拳 17 13:30 30人
代謝を上げて脂肪を落とす教室 18 11:00 7,000円 20人
足の筋トレとやさしい腹筋 19 13:30 8,400円

各
15人

こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 20 15:45 各7,000円こども運動教室「ペガサス」（5・6歳） 21 17:00
フラメンコ入門 22 19:00

各8,400円
ボディパンプ（バーベルで筋トレ） 23 20:15
親子
体操

「ひまわり」（2・3歳） 24

水

10:00 各
20組「ちゅーりっぷ」（1歳） 25 11:20

ピラティス入門 26 12:50
各
20人

ヨーガ入門 27 14:00 9,800円
こども
バレエ

「キューピット2組」（4~6歳）28 15:15
各8,400円「キューピット3組」（4~6歳）29 16:30

「エンジェル」（小1～4） 30 17:40

コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員
ボディバランス（姿勢調整） 31 水 19:00

各8,400円

各
14回

各
20人ジャズダンス入門 32 20:15

少し慣れたピラティス 33

木

 9:30 各
30人ピラティス入門 34 10:45

ヨーガ入門 35 11:00 9,800円 各
20人腰痛肩こり改善体操 36 12:15

各7,000円こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 37 15:30 各
15人はじめてのヒップホップキッズ（小1～6） 38 16:45

やさしいピラティス 39 19:00 各8,400円 各
20人ボディコンバット 40 20:15

金曜朝のやさしいヨーガ 41

金

 9:30 9,800円
ピラティス入門 42 10:45

各8,400円

30人
金曜朝の太極拳 43  9:30 20人
親子体操「もも」（1歳5カ月～2歳5カ月） 44 10:45 20組
やさしいフラダンス 45 12:00 25人
少し慣れたフラダンス 46 13:05 20人
こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 47 15:45 各7,000円 各

15人
こども運動教室「ペガサス」（5・6歳） 48 17:00
はじめてのストリートダンス 49 19:00 8,400円
骨盤調整ヨーガ 50 20:15 9,800円
バレエストレッチ&エクササイズ 51

土
 9:25 各8,400円 各

25人少し慣れたバレエ 52 10:30
バレエ（ポワントに挑戦）（バレエ経験者） 53 19:00 9,000円 10回 18人
メタボ対策！運動不足解消教室 54

日

 9:30 7,000円

各
14回

各
20人ボディパンプ（朝の筋トレ） 55 10:45 8,400円

日曜午後の運動不足解消教室 56 15:45 7,000円 各
15人ヒップホップ入門（中学生以上） 57 17:00

各8,400円ボディパンプ（夜の筋トレ） 58 18:30
ボディコンバット 59 19:45 20人

※No.1～4・16・24・25・44は大人1
人・子ども１人で1組。
※No.1～4・10・11・16・20・21・24・
25・28～30・37・38・44・47・48
の年齢は、27年7月31日現在。
※区内在住・在勤・在学の方を優先し
抽選。
※申請者以外は入室不可（託児なし）。
※コース変更・振り替え・返金は不可。
※定員に満たないコースは、6月20日㈯
午前10時から受け付け（先着。初日は
電話申し込みのみ）。

No. 費用
1～18 各  7,500円
19～38 各  9,000円

［荏原健康センター］

No. 費用
122～152 各  7,000円
39～51・93～121 各  8,400円
53～65・92 各  9,800円
52・66～72 各11,200円
73～91・301～358 各14,000円
201～241 各16,800円

［品川健康センター］

各コース1時間　※No.53は50分、73～76は1時間15分。

各コース1時間　※No.53は1時間30分。

コース No. 曜日 開始時間 定員

子
ど
も
バ
レ
エ　

★

ガーネット（3歳6カ月～5歳） 144 金 12:35 20人

チューリップ（3歳6カ月～6歳） 145 火 15:45 各
25人146 金 14:40

マーガレット（5歳6カ月～小1） 147 水 15:45 各
20人148 土 15:30

スイートピー  （5歳6カ月～小2） 149 金 16:00
 （小4～中3）
バラ （小1～3）
 （小3～中3）

150 火 17:00 各
25人151 水 16:55

152 金 17:30 20人

301

月

14:00
302◆ 16:00
303◆ 18:00
304 19:00
305 20:00
306 21:00
307

火

  9:30
308 10:30
309 11:30
310 13:00
311 14:00
312 16:00
313 18:00
314 19:00
315 20:00
316 21:00
317

水

  9:30
318 10:30
319 13:00
320 14:00

ゴ
ル
フ　

★　
（
定
員
は
各
10
人
）

コース No. 曜日 開始時間
321

水

16:00
322 18:00
323 19:00
324 20:00
325 21:00
326◆

木

  9:30
327 10:30
328 11:30
329 14:00
330 16:00
331 18:00
332 19:00
333 20:00
334 21:00
335

金

  9:30
336 10:30
337◆ 11:30
338 14:00
339◆ 15:00

340

金

16:00
341 18:00
342 19:00
343 20:00
344 21:00
345

土

  9:30
346 10:30
347 11:30
348 12:30
349 14:30
350 15:30
351 16:30
352 18:00
353 19:00
354 20:00
355

日

  9:30
356 10:30
357 11:30
358 12:30

No. 曜日 開始時間 No. 曜日 開始時間
※◆は中上級者向けの実践クラス

shinagawa.esforta.jp/からも申し込めます。
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品川産業支援交流施設「SHIP」
オープン
大崎駅から歩いて5分、新しいビジネス拠点が誕生しました。
起業家やベンチャー企業、エンジニア、クリエーター、学生、
投資家、金融機関など国内はもとより、世界中の様々な方の交
流を促し、新たな産業・新たなビジネスの創出を支援します。

場北品川5－5－15大崎ブライトコア3・4階
www.ship-osaki.jp/

  3階    イベントホール
　●大崎ブライトコアホール
　 www.osaki-hall.jp/
　 セミナーや講演会、レセプション、展示会などが開催
できる約440㎡のイベントホールで、約460人を収容
することができます。
　 ￥基本会場費＝432,000円（午前9時～午後8時）
　 ※設備料金は別途必要。延長使用、時間貸し使用、半
面での使用もできます。

  4階    産業交流施設
　❶オープンラウンジ
　 月額会員制のコワーキングス
ペースで、最適なビジネス環境の提供と会員同士の交
流をサポートします。
　 ￥法人会員＝月額21,600～27,000円、個人会員＝月
額8,640～16,200円、ワンタイム会員＝1時間540円
　 ※契約種別により、利用時間帯、登記住所の利用可否
や登録人数・同時利用人数など条件が異なります。

　❷多目的ルーム
　 特徴的な六角形のスペースは、交流型のセミナーや
ワークショップに最適です。
　 ￥1時間10,800円（108.7㎡・標準利用人数36人・
テーブルあり）
　❸工房
　 光造形3Dプリンター・
切削加工機・レーザー
カッター・卓上走査型
電子顕微鏡などを導入
し、ものづくり分野の試作活動をサポートします。
 　 ￥1時間540円　※別途材料費と、機材によっては、特
別機器利用料が発生します。

❹オフィス
全16部屋の個室スペースを用意
し、インキュベーションマネー
ジャーにより、入居企業の成長を
サポートします。
※入居について詳しくはお問い
合わせください。

❺貸し会議室
一部の壁が黒板やホワイトボード仕様になります。
 ￥第1会議室（45.8㎡）＝1時間3,460円
第2会議室（21.4㎡）＝1時間
1,950円
第3会議室（24.4㎡）＝1時間
2,380円
※第3会議室は半面使用もで
きます。

区は、一事業者として環境保全・改善に取り組むために環境マネジメントシステム（環境に関する方針や目
標を設定し、これらの達成に向けて取り組む体制や手続きなどの仕組み）を構築し、国際標準規格ISO14001
を平成13年に認証取得しました。その後13年間の運用継続の結果、省エネルギー・省資源が着実に推進さ
れるなど、一定の成果を得ました。このたび、環境関連の法令・計画の改正を始め、区を取り巻く情勢に対
応した取り組みを一層推進するため、26年9月に認証を返上し、より効果的・効率的な区独自の環境マネジ
メントシステム「しながわエコリンク」を構築し、4月1日より運用を開始しました。

　しながわエコリンクの目的
1．環境法令や品川区地球温暖化防止対策実行計画（区
が事業を行う上で排出する温室効果ガスを把握し、
抑制することを目的として策定した計画）に基づく
省エネ・省資源活動の推進を行うために、区の環境
保全・改善活動を推進すること

2．環境法令遵守を徹底すること

PDCAサイクルに基づき運用します

　これからの取り組み
1．総合庁舎内各課と一部の出先施設に対象が限られ
ていた適用範囲を、学校や指定管理施設なども追
加し、区全体で一体的に取り組みます。

2．環境法令研修を実施し、職員の知識を向上させ、各
職場で関係する環境法令を調査・把握し、適切に規
制を遵守します。

3．環境法令の遵守状況・環境監査の結果など、活動
状況をホームページなどで公表します。

しながわ環境啓発ミュージカル出演者募集

区民参加のオリジナルミュージカルを制作し公演を行います。歌・ダ
ンスが好きな方、一緒に参加しませんか。
 人小学生で、専門家によるレッスンに参加可能な方（選考）
レッスン日／10月～28年3月の主に土曜日午後、日曜日（全20回）
公演日／28年3月30月㈬
公演会場／スクエア荏原（荏原4－5－28）
主催／環境活動推進委員しながわ環境啓発ミュージカル実行委員会
 申7月1日㈬～8月25日㈫（必着）に、環境課で配布する応募用紙を
封書かFAXで環境課環境推進係（〠140－8715品川区役所☎5742
－6755 Fax5742－6853）へ
※応募用紙は6月29日㈪より区ホームページからダウンロードもで
きます。
※応募には保護者の方の同意が必要です。
※8月30日㈰に実技審査を行います。

「THE  ホーンテッド・アパート」「THE  ホーンテッド・アパート」
 日8月1日㈯午後7時開演（午後6時30分開場）
　8月2日㈰午後1時開演（午後0時30分開場）
　　　 　　午後5時開演（午後4時30分開場）
 場スクエア荏原（荏原4－5－28）
出演／東貴博、はなわ、遠藤舞、廣瀬大介、やまも
とまさみ、ハマカーン  他
 ￥前売り4,300円、当日4,600円（全席指定）

環境情報活動センターは、積極的に環境
問題に取り組む区民の皆さんを支援する
空間です。環境学習講座の開講や環境活
動のためのセミナールームの貸し出しな
どをしています。また、資料コーナーでは、
環境に関する本や雑誌、写真集、絵本などを

自由に閲覧することができます。
 問環境情報活動センター
（第三庁舎3階☎5742－6533 shinagawa-eco.jp/）

ナブテスコ＝介助用電動車いす２台
26年度中原保育園卒園時保護者一同＝
2,000円

〔地域振興基金〕20,000円（3・4月分）
中尾誠利＝20,000円

ご寄付をありがとう
ございました
（敬称略・順不同）

 Shinagawa Industrial Platform

～技術とアイデアで世界に挑戦～～技術とアイデアで世界に挑戦～

施設概要

○金額は全て消費税込みです。区内在住・在学・在勤者、
区内に本社か事務所を有する企業は、大崎ブライトコア
ホール・多目的ルーム・工房・貸し会議室の利用料金が
10％引きとなります。

品川産業支援交流施設「SHIP」☎5449－6871
※大崎ブライトコアホールの予約はマグネットスタ
ジオ☎5447－7130へ。
施設設置者／商業・ものづくり課企業支援係☎5498
－6333

 問い合わせ・予約申込先

品川区環境キャラクター
「エコラ」

「しながわエコリンク」を開始しました

環境情報活動
センターを

ご利用ください

 問環境課環境管理係☎5742－6749

計画の策定（Plan）
● 環境目標の設定
● 環境プログラムの作成
● 環境法令の調査

活動の実施（Do）
● 研修の実施
● 環境プログラムの実施
● 手順書の遵守

点検と評価（Check）
● 活動の把握
● 活動状況の点検（四半
  期ごと）・評価
● 環境監査
  （他部署の職員が監査）
● 表彰

総括と公表（Act）
● 区長による年次総括・
  見直し
● 制度の改善の実施
● 活動成果の公表

PDCA
サイクル

東貴博プロデュース
ファイヤーヒップス第七回公演

発売開始／6月9日㈫
　窓口販売　午前9時から／スクエア荏原・きゅりあん・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。
 問チケットセンターＣＵＲＩＡ（キュリア）☎5479－4140

まちづくりへ向けて環境にやさしい
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国民健康保険の夏季施設を
ご利用ください
●夏の民宿 ｢出口荘｣（三浦市南下浦町）
日7月18日㈯～8月14日㈮の宿泊
人品川区国民健康保険・後期高齢者医療
制度加入者
￥2,600円・小学生2,100円（1泊2食付
き）、小学生未満600円（食事・寝具無し）
申6月17日㈬（必着）までに、必要事項
を記入したものを国保医療年金課へ郵送
か持参　
※「利用案内パンフレット」、区ホームペー
ジをご覧のうえ、お申し込みください。
●日帰り海の家「人見」（三浦海岸）
日7月5日㈰～8月29日㈯午前8時～午後5
時　※宿泊はできません。
￥900円、小学生500円　※飲み物1人1
本付き（ジュース類に限ります）。
申割引利用券に利用人数を書いて、当日
持参
───────共　　通───────
〇出口荘「利用案内パンフレット」・日帰
り海の家割引利用券は、国保医療年金課
（本庁舎4階）、地域センター、文化セン
ター、総合体育館、戸越体育館で配布し
ています。
問国保医療年金課保険事業係
☎5742－6675

図書館　環境月間ブックフェア
6月は環境月間です。図書館では環境を
テーマとした本を展示します。
日6月30日㈫まで
図書館 　テーマ
品　川 エコロジーなくらし
二　葉 エコな生活
南大井 ぼくたちの地球
源氏前 私にもできるエコ
ゆたか ごみをへらそう、できることから

大　井 E
エ コ
CO²～E

エ コ ノ ミ ー
conomyとE

エ コ ロ ジ ー
cology、 ふ

たつのECO～
五反田 さまざまな生きもの
大　崎 エコロジーでエコノミーな暮らし
八　潮 くらしから環境を考える
問品川図書館☎3471－4667

第135回高齢者と介護者のための
料理教室「歯と口の健康」
日6月16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）　￥600円
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
申6月11日㈭までに、電話で戸越台特別
養護老人ホーム☎5750－1054へ

都市計画道路の整備方針中間まとめ
の閲覧

「東京における都市計画道路の整備方針
（第四次事業化計画）中間まとめ」を閲覧
できます。この案に意見のある方は、意
見書を提出することができます。
日6月30日㈫まで
場都民情報ルーム（都庁第一本庁舎3階）、
品川区都市計画課（本庁舎6階）　
※都ホームページ・区ホームページから
もご覧になれます。　
※意見書は東京都街路計画課へ郵送か
FAX、Eメールで提出できます。
問東京都街路計画課（〠163－8001東京
都都市整備局☎5388－3379 Fax5388－
1354 S0000179@section.metro.
tokyo.jp）、品川区都市計画課☎5742－
6760

　

清掃事務所アルバイト募集

日7～9月の月～土曜日
午前7時40分～午後4時25分
※勤務期間、勤務日は相談に応じます。
内ごみの収集作業補助
日給／9,200円　※交通費支給。
人若干名（選考）
問品川区清掃事務所事業係☎3490－7051

　

講座「相続を知る」
日内①6月23日㈫相続の基礎知識
②6月30日㈫相続税について
※時間は午後2時～4時。
講師／①金内量平（むらずみ経営グルー
プ上席相談員）　②重光香織（同グループ
税理士）
人各30人（先着）
場申前日までに電話で、品川成年後見セン
ター（大井1－14－1☎5718－7174）へ

品川区史2014関連講座
「新しい品川区史をどう読むか」
日7月18日㈯午後2時～4時
講師／北原進（品川歴史館館長）
人16歳以上の方100人（抽選）
場申6月19日㈮（必着）までに、往復は
がき（1人1枚）に ｢区史関連講座｣ 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

講演会「からだに良い菌悪い菌～
知って得する菌のはなし」
私たちの健康に大きな影響を与える様々
な菌について、わかりやすく話します。
日7月9日㈭午後2時～4時
場講堂（第三庁舎6階）
講師／岡田早苗（東京農業大学応用生物
科学部生物応用化学科教授）
人100人（先着）
申7月8日㈬までに、電話で生活衛生課食
品衛生担当☎5742－9139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

6/14
㈰

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

中小企業パソコン教室
内容 日時

エクセル初級
（全3回）

①6/16㈫
　～18㈭

18:00～
21:00

②7/21㈫
　～23㈭

Windows8.1
（全3回）

③7/ 7㈫ 
　  ～9㈭

イラストレーター
初級（全2回）

④7/18㈯
　～19㈰

9:30～
16:30

場中小企業センター（西品川1－28－3）　
人区内中小企業事業主か在勤者①④各20
人、②③各10人（先着）
￥①②④各1,500円、③1,080円（テキ
スト代）
申月～金曜日の午前10時～午後5時に、
電話でフォーティネットパソコンスクー
ル☎3842－6453へ
問商業・ものづくり課☎5498－6334

健康大学しながわ2015
第2回公開講座
日7月3日㈮午後7時～8時30分
場講堂（第三庁舎6階）
内「知ろう！防ごう！生活習慣病～腎臓の
メカニズムから学ぶ予防と食事」
※手話通訳あり。
講師／菅野丈夫（昭和大学病院栄養科管
理栄養士）　
人150人（先着）
申6月26日㈮までに、電話かFAXで講座
名、氏名、電話番号・FAX番号を品川保
健センター（☎3474－2225 Fax3474－
2034）へ

しながわ学びの杜専門講座「海洋研究
開発機構から観た深海と海底下の世界」

日程 テーマ
6/26
㈮ 相模の海からはじめよう

7/3
㈮

見えないところでイイ仕事してい
ます！～深海の多様な微生物～

7/10
㈮

深海極限環境に生命の限界を見
る：しんかい6500世界一周航海
（Q

ク ヴ ェ レ

UELLE2013）航海記

7/17
㈮

有人潜水調査船「しんかい6500」
とそこで見た深海の世界

7/24
㈮

海底資源研究開発の現状：海のジ
パング計画

7/31
㈮ 地球と生命のなりたち

場中小企業センター（西品川1－28－3）
人16歳以上の方100人（抽選）
￥1,500円
申6月12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
無を文化観光課生涯学習係へ

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

2015年6月1日号6 年 月 日号

ファイル情報 
　●お知らせ

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

求　人

※時間は午後7時～9時。

メイプルカルチャー講座
7月期生
募集中！

常時200講座以上、お気軽にお問い合わせください。
すべての講座を www.shinagawa-culture.or.jp/maple/でご覧になれます。
　7月期の新規講座
【こども・親子講座】ベビーマッサージ、学研こどもの科学工作、粘土でデコレー
ションケーキを作ろう、飛び出す絵本【他の講座】まるで本物？！食品サンプル
に挑戦、ボディージュエリー、ゆかたの着付け、楽しい似顔絵、新聞で作るエコ
バッグ、王朝継ぎ紙で飾る桐

きり

箱、万華鏡を作ろう、秋のリース、フェイスストレッ
チング、瞬間リフトアップの美顔テープ&マッサージ、夕方からのヘルシークッ
キング、音楽探究シリーズ現役プロ作曲家に学ぶ、大正琴を弾いてみよう、やさ
しいヨガストレッチ&ピラティス、ドレミ音階の篠笛を吹いてみよう、今さら聞
けない楽譜の読み方＜金曜＞　他

場申メイプルセンター（西大井駅前☎3774－5050）
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清泉女子大学大学院地球市民学講座
「世界の現場から考える地球市民」

日程
（全3回） テーマ 講師

7/4
㈯

悲劇の記憶の政治
的操作̶イスラエ
ル・パレスチナ紛
争を例に

原田雅樹
（キリスト教文化
研究所准教授）

7/11
㈯

今、世界で使われ
る英語は？

児島千珠代
（文学部地球市民
学科専任講師）

7/18
㈯

フィールドワークから
なにがわかるか
̶アジアを知る、歩く

辰巳頼子
（文学部地球市民
学科准教授）

場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
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　
※おやつ代300円。
申6月18日㈭（必着）までに、往復はが
きに「地球市民学」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、手話通
訳・託児希望の有無、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

就活力レベルアップセミナー
日内6月18日㈭「就活自己分析」
22日㈪「自分にあった仕事選び」
24日㈬「応募書類作成」
※時間は午後1時30分～4時30分。
※全3回。1日のみの参加も可。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／新井宏志（就職アドバイザー）
人就職活動中の39歳までの方20人（先
着）
申電話で、商業・ものづくり課就業担当
☎5498－6352へ

第114回品川区合唱祭

区内で活動している合唱団体やサークル
が、日頃の練習の成果を発表します。
日6月21日㈰午前11時30分開演（午前
11時開場）
講評者／安達陽一（合唱指揮者）
場・鑑賞方法／当日、直接きゅりあん（大
井町駅前）へ
問文化観光課文化振興係

城南五山めぐり第1弾　御殿山・八ツ山
歴史散策コース、城南五山のうち御殿山
と八ツ山に焦点を当てて散策します。
日6月28日㈰午前9時30分～正午
コース／新馬場駅北口～英国公使館跡～
御殿跡～御殿山通り～台場築造土取跡～
マリオットホテル敷地～元吉川英治邸（外
観のみ）～松平出羽守下屋敷跡～八ツ山橋
～北品川駅（約4km）
人16歳以上の方40人（抽選）
申6月11日㈭（必着）までに、往復はが
き（1枚4人まで）に「城南五山めぐり」
とし、参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号をしながわ観光協会（〠140－
0014大井1－14－1☎5743－7642）へ
問文化観光課観光担当☎5742－6913

心身障害者福祉会館まつり
広げよう福祉の輪と地域の絆

きずな

日7月5日㈰午前11時～午後3時　
内ゲームコーナー、模擬店他
場参当日、心身障害者福祉会館（旗の台
5－2－2☎3785－3322）へ

文化・イベント情報文化・イベント情報

●6日㈯～10日㈬／第19回J
ジ ョ ウ

AW展「奏」
（絵画、デザイン、工芸）
●12日㈮～17日㈬／第18回新潟デザ
イン専門学校　デジタルデザイン展 in 
TOKYO（ＣＧイラスト、デジタルデザ
イン）　　　　　　　　　　　
●20日㈯～25日㈭／第31回日本剪

せん

画
が

美術展（切り絵）
●26日㈮～7月1日㈬／太平洋美術会
東京支部Ｏ美術展（油彩、水彩、版画、
染織）
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7月17日㈮午後7時開演（午後6時30分
開場）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内ハープでジャズやポップスを奏でる
コンサート
出演／金井早苗、久保直子、田中淳子、
カフェ・ドゥ・ラ・ハープ　他
人区内在住で小学生以上の方30人（先着）
申6月30日㈫までに、往復はがきで住
所、氏名、年齢（学年）、電話番号、人
数を日本ハープ協会「ハープハープハー
プ2015」係（〠142－0062小山7－8
－6ホーマットマグノリア101☎6426
－8876）へ

●3日㈬～8日㈪／全日本写真連盟大井
町支部「創立65周年記念写真展」
●10日㈬～15日㈪／フラワー・アート展
〔フラワーサロン杏〕（レカンフラワー、押
花絵画、ネイチャープリント）　
●17日㈬～22日㈪／第4回日台絵画交流
展〔東京展〕（水彩、パステル、絵手紙）
●24日㈬～29日㈪／第29回千駄ヶ谷
水彩画クラブ展（水彩、パステル）
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6月14日㈰午後1時～4時
※受け付けは午後0時30分から。
人中学生　※保護者の同伴可。
場参当日、直接同校（東大井1－10－
40☎3471－6331）へ 

日7月25日㈯、8月1日㈯・8日㈯・22日
㈯（全4回）
内障害理解講座、和太鼓講座
人16歳以上の方30人（先着）
場申電話で、同校（南品川6－15－20
☎5460－1161）へ　※時間・内容など
詳しくは www.shinagawa-sh.metro.
tokyo.jp/をご覧ください。

Ｏ美術館　6月の催し 区民ギャラリー　6月の催し

産業技術高等専門学校「学
校見学会（品川キャンパス）」

「ハープ ハープ ハープ 2015」
区民招待

品川特別支援学校公開講座
「ボランティア養成講座Ⅰ」

イベント
●第38回住宅デー（住宅相談・包
丁とぎ・まな板削りなど）　6月7
日㈰＝後地・浜川・荏原南・カエル
の各公園、戸越二丁目広場、五反
田氷川神社、ゆたか防災広場、中延
会館前。14日㈰＝二日市・西大井
広場の各公園、街道松の広場。午
前10時～午後3時。☎3783－0471
東京土建一般労働組合品川支部
●講演会「日本に於

お

ける精神疾患
ブレインバンクの意義」　6月13
日㈯午後1時～5時。スクエア荏原。
電話かFAXで年輪の会☎・Fax5875
－0433へ

●大森ベルポートで第9を歌おう！
inきゅりあん　合唱参加者募集。12
月23日㈷午後6時。9月12日㈯から
練習開始。全10回。各パート40人
先着。10,000円、小中高生5,000
円。電話かFAXで同実行委員会事
務局・松元☎・Fax3762－6403へ

サークルなど
●大原トリムクラブ　㈪午後7時。
大原小。4カ月3,000円。☎3783－
2957塚田
●ホワロン（太極拳）　入門・初
級者歓迎。①㈰午前10時。山中小。
②㈪午後7時。伊藤学園。1回500円。
☎3777－8796安藤

●上神明体操クラブ　㈭午後7時。
上神明小。月1,000円。（入）1,000円。
☎3781－1595太田
●やしおわいわいふれんず（お祭
りダンス・ヨサコイ）　月2・3回㈯
午後1時30分、月2・3回㈭午後7時
30分。八潮地域 。月500円。（入）
500円。☎080－1198－7637小原
●ゆたか吟詠会　60歳以上。第1・
3・4㈬午後1時。ゆたかシルバー
。月1,000円。（入）1,000円。☎

3776－3165山崎
●品川ブルーインパルス（還暦野
球）　㈫・㈮午後。天王洲グラウン
ド他。月3,000円。☎090－6316－
5628猪鼻

●マジシャンズ（手品）　第2～4㈭
午前9時30分。中小企業 。月2,000
円。☎090－4668－9490いど
●花水木（習字）　60歳以上。第1・
3㈭午後1時。関ヶ原シルバー 。
月2,500円。☎3764－6039土田
●棋友会（将棋）　見学・初心者
歓迎。月3・4回午後1時。荏原第五
他。1回100円。☎070－5574－

8467井
い

下
げ

田
た

●気功ゆったりと優雅な動き　㈬
午後7時。東品川文化 。月3,000
円。☎090－1508－6222鹿島
●六五朗会（話し方）　第2・4㈮
午後7時。南大井文化 。1回500円。
☎3761－1702浅川

●大井うさぎハーモニー（ハーモニカ）
60歳以上。初心者歓迎。第1・3㈫
午前10時。山中いきいき広場。月2,500
円。（入）500円。☎3471－3055山岸
●日本式気功養生術　見学可。㈫
午前10時。荏原第四地区会館（中
延6）。月3,000円。（入）3,000円。☎
3782－0212三村
●ステップイン（社交ダンス）　
㈮午後1時30分。東品川文化 。
月2,500円。（入）1,000円。☎5479
－0202喜田
●パソコン喫茶室（NS）　60歳以
上。第4㈬午後2時。荏原第五 。
6カ月12,000円。☎3490－3306
今田

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
特別区民税・都民税（住民税）
普通徴収分納税通知書の
発送日は6月10日です！

　27年度の住民税納税通知書を6月10
日㈬に発送します。それに伴い、27年
度の住民税の課税・納税証明書の発行
が可能になります。
　住民税は、区役所・地域センター・
金融機関の窓口でお支払いください。
※バーコード付きの納付書の場合は、コ
ンビニエンスストアや携帯電話・スマー
トフォンを使用したモバイルレジも利用
できます。モバイルレジの詳しい内容は、
収納管理係にお問い合わせください。

○火曜日は、税務課（本庁舎4階）の
窓口を午後7時まで延長しています。
○便利で安心な口座振替（自動払込）
もご利用ください。

問住民税の内容に関すること：課税担
当☎5742－6663～6、納付に関する
こと：収納管理係☎5742－6669、納
付のご相談：納税相談担当☎5742－
6671～3

27年度の国民健康保険料が決まりました
問国保医療年金課資格係☎5742－6676

　4月～28年3月の国民健康保険料は、基礎（医療分）保険料と後期高齢者支援金
分保険料と介護納付金分保険料（40～64歳の方）の合計を世帯主に納付していた
だきます。
　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。

●23年度から実施してきた、国民健康保険料賦課方式
変更に伴う経過措置（減額措置）は26年度で終了しま
した。

●27年度の納付月と計算時期
6月にお知らせする1年間の保険料を6月～28年3月の
10回に分けて納めます。4・5月の納付はありません。
・6月中旬発送＝保険料決定通知＋納付書6枚（6～10
月期分・全期前納分）
・11月中旬発送＝納付書5枚（11月～28年3月期分）
※口座振替の場合は、決定通知書のみ発送。

●所得申告が済んでいない方は1月1日現在の住所地に
申告をしてください。世帯の中に1人でも所得未申告の
方がいると、世帯全員の所得が少なくても、保険料を
減額することができません。
※1月2日以降、品川区に転入した方は、前住所地に所
得の照会をします。保険料は、初めは均等割額だけを
お知らせしますが、その後所得がわかりしだい保険料
の変更通知書を送ります。

◆64歳までの雇用保険の一
般被保険者が、24年3月31
日以降に非自発的に失業し
た場合の保険料軽減には申
請が必要です。

◆65～74歳の世帯主で、口
座振替で納付されている方
を除いて、次の全てにあては
まる方は、年金から保険料を
差し引きます。
①世帯主が国民健康保険の
被保険者
②世帯の国民健康保険被保
険者全員が65～74歳
③年金額が年額18万円以上
で国民健康保険料と介護保
険料を合わせて、年金額の2
分の1を超えない

年間保険料＝基礎（医療分）保険料 ＋ 後期高齢者支援金分保険料 ＋介護納付金分保険料

  基礎（医療分）保険料
  最高限度額52万円 = 所得

割額
加入者全員の
賦課基準額＊×6.45％ ＋

  後期高齢者支援金分保険料
  最高限度額17万円 = 所得

割額
加入者全員の
賦課基準額＊×1.98％ ＋ 均等

割額
10,800円×
加入者数

  介護納付金分保険料
  最高限度額16万円 = 所得

割額
40～64歳の加入者の
賦課基準額＊×1.34％ ＋ 均等

割額
14,700円×
40～64歳の
加入者数

＊賦課基準額＝総所得金額等－33万円（基礎控除額）

計算方法

均等
割額

33,900円×
加入者数

※時間は午後2時～4時。



突発的な

●品川区ホームページ
品川区向けの気象情報や目黒川・立会
川の水位情報、河川監視カメラ画像な
どがご覧になれます。詳しくは、品川
の天気・水位」の「品川の天気・雨量・
水位情報」をご覧ください。

目黒川 立会川目黒川 立会川

大雨警報・洪水警報が発表されると、
ケーブルテレビ品川「区民チャンネ
ル」に最新の気象情報と目黒川・立
会川の水位情報が表示されます。

●東京都下水道局ホームページ
「東京アメッシュ」は5分間隔でデータを
更新し、リアルタイムで雨の強さをわか
りやすく示しています。
http://tokyo-ame.jwa.or.jp/
※携帯電話からもご覧になれます。

インターネット

●品川区民チャンネル（11チャンネル）
ケーブルテレビ品川 コンクリート化やアスファルト舗装など都市化が進み、地下に浸み込まない雨水

は一気に下水道や河川に流れ込み、浸水発生の原因となります。雨水を地面に浸
透させたり、貯留して利用することは、浸水被害の軽減につながります。

●雨水利用タンク
植物の水やりなどにも有効活用で
きます。区では購入設置費の助成
を行っています。
助成費用＝タンク購入費と設置工
事費の2分の1（上限5万円）

●雨水浸透ます・雨水浸透管
設置工事費を一部助成しています。
詳しくはお問い合わせください（上限
40万円）。

雨
水
利
用
タ
ン
ク

雨水浸透管 雨水浸透ます

助成制度（事前申請が必要です）

玄関や車庫の出入り口など、水が流入しやすい場所があるお宅では、防水板を設
置しておくと安心です。区では、設置費用の一部を助成しています。26年度から、
津波や高潮のおそれのある地域において浸水被害の軽減を図るため、区内標高5
メートル以下に立地している建物に対し、助成対象を拡大しました。

助成費用＝個人　設置費用の4分の3
　　　　　法人　設置費用の2分の1
（区内に住民登録している方か登記後1
年以上の法人は上限100万円。その他は
上限50万円）

助成制度（事前申請が必要です）

に備えましょう
今年も大雨の降る季節をむかえます。集中豪雨に今年も大雨の降る季節をむかえます。集中豪雨に
よる浸水被害を防ぐには、大雨に対する情報の収よる浸水被害を防ぐには、大雨に対する情報の収
集や日頃の備えが大切です。集や日頃の備えが大切です。
　　　　　河川下水道課水辺の係☎5742－6794　　　　　河川下水道課水辺の係☎5742－6794

側溝や雨水ます
周辺の清掃に

ご協力をお願いします

目黒川・立会川沿いを中心として48カ
所に浸水防止用の土のうを用意してい
ますので、ご利用ください。詳しくは
区ホームページ・ケーブルテレビ品川
データ放送をご覧ください。

土のう置き場

区では東京都と連携して街に降った雨を速やかに排水
する下水道管の整備など、浸水対策事業を積極的に進
めています。
◀浜川雨水排水管建設工事見学会の様子

区では浸水対策事業を進めています

6月は浸水対策強化月間です
東京都下水道局では、6月を浸水対策強化月間
と定めて、下水道施設の点検を行っています。
浸水への備えをお願いします。
問南部下水道事務所品川出張所☎3495－0351

● 夏だ！みんなでスポーツをしよう！
● 不燃化特区支援制度　● 食育月間
● 品川区有料ごみ処理券

・外国人人口…………10,903
　　男………………… 5,320
　　女………………… 5,583

総人口…………… 374,211世帯…………………207,213

・日本人人口………… 363,308
　　男…………………  178,173
　　女…………………  185,135

  人口と世帯（平成27年5月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　6月11日号

　

平成27年（2015）

6/1
1960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

今もなお変わらず残る路
地裏。情緒があふれ、落
ち着いた趣のある場所
を、区内在住の根岸朗が
人々のぬくもりを求めさ
まよい歩きます。

しながわのチ・カ・ラ
しながわ路地裏放浪記

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6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
　 魅惑の音！ハープの世界

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 トビーが行く！  
英語少し通じます商店街でお買い物

月 しながわのチ・カ・ラ
　 しながわ路地裏放浪記

火 品川歴史探訪　
文明開化を支えた品川の産業

水 簡単、お得！みんなで受けよう
国保基本健診（前・後編）

三之助　とっておきの品川
水と緑に囲まれた心のふるさ
と　山梨県早川町

木

三之助  とって
おきの品川
身近な季節を感じよう！
風情漂う庭園公園

品川の昔話
かむろ坂

サヘルローズの天晴！品川
サヘル見参！

金 復活！しながわ探検隊 トビーが行く！
西小山ミステリーツアー

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

問い合わせ

東京桐
きり

箪
た ん

笥
す

昭和30年入門
林　正次

日6月12日㈮・13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

最新の気象情報を把握してください 防水板があると安心です

日頃から確認しておきましょう

雨水の利用・地下浸透にご協力ください

「雨水ます」や「側溝」
に物を置かないで
ください

ご協力を
お願いします

集集中中豪豪雨雨


