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…、
夏のイメージは、どれも水と結びついているものが多いようです。
涼を求めれば水が恋しい季節。
今号は「水」をキーワードに区内を歩いてみました。

し
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頭上をおおう濃い緑。夏の日差しをさけて緑の
下へ入れば、気温が下がったように感じられま
す。園内には、水の流れや池、子どもたちが
水遊びのできるジャブジャブ池が…。サラサラ
と流れる水の音は耳に心地よく響きます。

目黒川沿いは、「水と緑のネットワークの形成」を軸に環境
整備が進んでいます。その中心的役割を担っているのが「五
反田ふれあい水辺広場」です。昼食時には、水辺に臨む広
場にケータリングカーが並び、ランチの提供を行っています。

品川浦から出ている屋形船は貸し切りが基本だが、
最近では乗り合いの船もある

舟だまりには釣り船や屋形船がもやい、
水辺に軒を並べる木造の家、その後ろ
にひかえる再開発ビル群。この水辺の
景観は、まさに「品川区ならでは！」と
言えるものです。

ケータリングカーは月～金曜日のランチ時に営業

井戸の水は夏は冷たくて、冬はあたたかいのだと
か…。北品川の旧小泉長屋付近（北品川公園辺り）
は戦火を逃れ、昔の地割りが残るエリア。現在も
井戸が点在し、地域の人たちに活用されています。

水
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ファイル情報 
〠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
　品川歴史館親子歴史講座
　「縄文土器と貝の装飾品をつくろう」

　夏休みのキッズ料理教室　
　「おいしいだしでみそ汁をつくろう！」

　しながわ水族館～水族館の裏側「飼育」の
　世界をのぞいてみよう～

　夏休み親子消費生活教室

　体験型環境学習講座「タイムカプセル缶を作ろう」

日7月25日㈯、8月1日㈯午前10時～正午（全2回）
人小学生と保護者15組（抽選）
場申7月10日㈮（必着）までに、往復はがきに「親子歴
史講座」とし、住所、氏名、電話番号、お子さんの氏名・
学年を同館（〠140－0014大井6－11－1☎3777－
4060）へ

日程 会場 人数
7/28㈫ きゅりあん（大井町駅前） 各30人7/29㈬
8/4㈫ 荏原文化センター（中延1－9－15） 24人

※時間は午前11時～午後1時。
内とりだんごと野菜のみそ汁、手作りふりかけ　他
人区内在住か在学の小学生（先着）
￥各500円（保険料込）
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台ふきん各1枚
運営／品川栄養士会
申7月24日㈮までに、電話で健康課健康づくり係☎5742
－6746へ

日①8月3日㈪②17日㈪午後1時～4時　
人区内在住か在学の小学生
①3・4年生②5・6年生各6人（抽選）
￥各400円（入館料）
場申7月12日㈰（消印有効）までに、往復はがきに「小
学生飼育体験」とし、希望日、住所、氏名（ふりがな）、
年齢（生年月日）、性別、電話番号を同館（〠140－
0012勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－
3433）へ　※結果は、7/19㈰までに送付します。

日時（全2回） 内容 会場

7/29㈬
14:00～16:00

電気の話を聞き「ク
リップモーターを
作ってみよう！」

啓発展示室
（第二庁舎3階）

7/30㈭
8:30～17:00

バス見学会「鉛筆
ができるまで」「お
がくず粘土体験」

北星鉛筆東京ペンシ
ルラボ・郷土と天文
の博物館（葛飾区）

人両日出席できる小学生以上の親子20組40人（抽選）
￥660円、小学生620円（体験料・入館料込）
申7月13日㈪（必着）までに、往復はがきで住所、氏名、
電話番号、お子さんの氏名・学年を消費者センター（〠
140－0014大井1－14－1☎5718－7181）へ

　体験型育成事業「わくわく・ドキドキ表現コース」～演劇体験！スーパーエキセントリックシアター～

№ 日時 内容 対象・定員（抽選） 会場
※現地集合・解散

① 8/1㈯
10:30～17:30

リハーサル見学、
観劇、バックステー
ジツアー

小学5年～中学生
25人

東京芸術劇場シア
ターウエスト（豊島
区西池袋1－8－1）

② 8/8㈯
13:30～15:30 アクション＆ボディーパーカッションワーク

ショップ　

小学1～3年生の
親子15組 ＳＥＴスタジオ

（北品川1－17－5）③ 8/8㈯
16:00～18:00

小学4～6年生の
親子15組

持ち物／飲み物、動きやすい服
装、運動靴　※①は昼食持参。
申7月17日㈮（必着）までに、
往復はがきで№、参加者の住所・
氏名（ふりがな）・性別・電話番
号・学校名・学年を子ども育成
課庶務係（〠140－8715品川
区役所☎5742－6720）へ

　地区別児童水泳教室

日程（全6回） 　会場

8/3㈪～8/10㈪
※土・日曜日を除く

台場小学校（東品川1－8－30）
芳水小学校（大崎3－12－22）
鈴ケ森小学校（南大井4－16－2）

クラス 泳力（クロール基準） 時間
Ａ 7ｍ以下（初心者） 9:30～10:30
Ｂ 25ｍ未満 11:00～12:00
Ｃ 25ｍ以上 13:00～14:30

※各会場にＡ～Ｃのクラス有り。
人小・中学生各120人（抽選）
￥各3,500円（保険料込）、連盟登録者3,000円
主催／品川区水泳連盟
申7月10日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、
会場、クラス、住所、氏名（ふりがな）、性別、電話番号、
学校名、学年、泳力、保護者氏名をスポーツ協会へ

博物館を見学し、未来の自分へタイムカプセル缶を作ります。
日7月28日㈫午後1時～3時　
場東洋製罐グループホールディングス容器文化ミュー
ジアム（東五反田2－18－1）
人小学生と保護者15組（抽選）
申7月13日㈪（必着）までに、往復はがきかFAXで講
座名、住所、氏名、電話・FAX番号、お子さんの氏名・
学年を環境情報活動センター（〠140－8715品川区役
所☎・Fax5742－6533）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

　親子ボウリング教室

日8月8日㈯午前10時30分～正午
場品川プリンスホテル（港区高輪4－10－30）
講師／上原正雄（プロボウラー）
人小学3年～中学生と親か祖父母20組（抽選・1組3人
まで）
￥1人1,000円（ゲーム代・貸靴代込）
申7月22日㈬（消印有効）までに、往復はがきで教室名、
参加者の住所・氏名（ふりがな）・電話番号、お子さん
の学校名・学年をスポーツ協会へ

　小学生のみんな「科学あそび教室」だよ！

①偏光板であそぼう
日7月27日㈪午前10時～正午
場源氏前図書館（〠142－0053中延4－14－17）
②ひつじの毛は何になる！？
日7月30日㈭午前10時～正午
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
──────────共　　通──────────
人小学生①15人②20人（抽選）
申7月13日㈪（必着）までに、往復はがき（1枚に1人）で
教室名、住所、氏名、学年、電話番号を①は源氏前図書
館☎3781－6273、②は二葉図書館（〠142－0043二葉
1－4－25☎3782－2036）へ　※8月にも教室がありま
す。本紙7月11日号でお知らせします。

暮らしを楽しく過ごすには筋力アップで体力維持。
コース 日時（全24回） 会場 対象（抽選）

いき
いき

8月24日㈪からの月・木曜日
午前10時～11時30分

東品川シルバーセンター
（東品川3－32－10）

次の全てにあてはまる方各16人
①おおむね65歳以上②自力で会場への往復ができ
る③現在運動をするのに支障がない④8月10日㈪午
前10時（東品川シルバーセンター）、11日㈫午前10
時（荏原いきいき倶楽部）、12日㈬午前10時・午後
2時（品川第一区民集会所〈北品川3－11－16〉）に
行う事業説明会のいずれかに必ず出席できる

8月25日㈫からの火・金曜日
午前10時～11時30分

荏原いきいき倶楽部
（荏原6－2－8）

8月25日㈫からの火・金曜日
午後2時～3時30分 品川保健センター

（北品川3－11－22）はつ
らつ

8月24日㈪からの月・木曜日
午後2時～3時30分 上記にあてはまり体力に自信のある方16人

日8月9日㈰午後3時～4時30分
内介護予防の話、水中トレーニ
ング・マシンでトレーニングと
予防ミニデイの説明と見学
人区内在住の介護認定を受けて
いない65歳以上で転倒の危険
など心身に不安のある方50人
程度（先着）
場申8月7日㈮までに、電話で南
大井在宅サービスセンター（南大
井5－19－1☎5753－3900）へ

内いきいきコース＝筋力トレーニングマシン
を使ったトレーニング、ウオーキング、ストレッ
チ運動などを通して日常生活に必要な動作を
スムーズに行える筋力づくりやバランス維持
はつらつコース＝いきいきコースの内容に加
え、もう一歩進んだ体力づくり
￥各7,200円
申7月17日㈮までの月～金曜日午前10時～午
後5時に、本人が電話でコナミスポーツ＆ラ
イフ 0120－919－573へ

●トレーニング協力員

月・木曜日
午前9時30分～正午 東品川シルバーセンター

午後1時30分～4時 品川保健センター

火・金曜日
午前9時30分～正午 荏原いきいき倶楽部

午後1時30分～4時 品川保健センター
内会場の準備、トレーニングの補助など
謝礼／1回2,000円
申電話でコナミスポーツ＆ライフへ

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

問高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

いきいき筋力向上トレーニング参加者とトレーニング協力員募集いきいき筋力向上トレーニング参加者とトレーニング協力員募集

暮らしを変える
介護予防！
～介護予防説明会

いきいき筋力向上トレーニング参加者とトレーニング協力員募集
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7月の区議会
本会議／8日㈬午後1時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
27日㈪午後1時
議会運営委員会／7日㈫午前10時30分、
30日㈭午後1時
行財政改革特別委員会／1日㈬午前10
時、28日㈫午後1時
オリンピック・パラリンピック推進特別
委員会／2日㈭午前10時、29日㈬午後1時
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8月5日㈬・11日㈫午後1時～3時30分
17日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日8月27日㈭午後1時～4時
───────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

新製品・新技術（ソフトウエア部門）
開発経費を助成します
募集期間／8月31日㈪まで
資格／区内で1年以上継続して事業を営
む計画のある中小製造業・情報通信業者
など
対象／28年3月までに開発が完了する各
種システムソフト、アプリケーションソ
フト、組み込みソフトの開発などの27年
度の経費　※審査あり。
助成額／費用の3分の2（上限1件100万円）
問商業・ものづくり課企業支援係
☎5498－6333

品川区職員（保育士）採用試験
●Ⅱ類（短大卒程度）＝福祉（保育士）
採用予定日／28年4月1日以降
人国籍を問わず、昭和61年4月2日～平成
8年4月1日に生まれ、保育士資格を有し
（または取得見込み）、28年3月31日まで
に、都道府県知事の保育士登録を受けて
いる方
採用予定人数／50人程度
勤務場所／保育園
※児童センター・福祉施設などの場合あ
り。
第一次試験／8月30日㈰
択一試験（教養・専門）、作文試験
第二次試験／10月上旬～11月上旬予定
　実技試験・面接
申込書配布場所／人事課人事係、地域セ
ンター、サービスコーナー
※申込書を郵送で請求する場合は封筒に
「保育士申込書請求」と朱書きし、返信用
封筒（角形2号・120円切手貼付）を同封。
※区ホームページからダウンロードもで
きます。
申込方法・期限／郵送＝7月24日㈮（消
印有効）　持参＝7月27日㈪～31日㈮の
午前8時30分～午後5時
電子申請＊＝7月31日㈮午後5時（受信有
効）
＊受験票を印刷するプリンタが必要です。
申込先／人事課人事係（〠140－8715品
川区役所本庁舎5階☎5742－6628）

26年度住民基本台帳の一部の写し
の閲覧状況を公表します
日7月31日㈮まで　
※土・日曜日、祝日を除く。
場区政資料コーナー（第三庁舎3階）
※区ホームページでもご覧になれます。
問戸籍住民課住民票係☎5742－6660

品川図書館大規模修繕工事のお知らせ
工事に伴う休館はありませんが、自転車
を駐輪できない期間があります。
工事期間／7月21日㈫～12月中旬
問品川図書館☎3471－4667

区営住宅入居者募集
募集住宅（家族向け・全3戸）／西大井
六丁目＝1戸、東大井三丁目18号棟＝1戸、
西五反田五丁目14号棟＝1戸
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、住み替え
相談センター、品川宅建管理センター
※部数に限りがあります。
申7月8日㈬まで配布する申込用紙を、7
月16日㈭（必着）までに、品川宅建管理
センター（〠142－0052東中延1－4－5
－101）に郵送　
※申込資格など詳しくはお問い合わせく
ださい。
●申込用紙休日配布窓口の開設

日時 場所

7/4㈯ 10:00～
16:00

荏原第三区民集会所
（平塚1－13－18）

7/5㈰ 本庁舎3階ロビー

問品川宅建管理センター☎5749－8661
都市計画課住宅運営担当☎5742－6776

細街路拡幅整備対象地区を拡大
幅員4ｍ未満の生活道路（細街路）を、
建て替えなどにあわせ建築基準法第42条
2項に基づく後退線まで後退する際に、
後退費用などの一部を助成しています。
この拡幅整備対象地区に、不燃化特区な
ど防災事業実施区域の行き止まり私道な
どを追加しました。詳しくは、お問い合
わせください。
問建築課細街路担当☎5742－6772

介護者教室
●八潮在宅サービスセンター
日7月25日㈯午後1時30分～3時30分
内薬剤師による高齢者服薬支援講座
講師／大木一正（クリーン薬局薬剤師）
人30人（先着）
場申7月24日㈮までに、電話で同センター
（八潮5－10－27☎3790－0344）へ
●南大井在宅サービスセンター
日7月25日㈯午後2時～3時30分
内歯科医師から学ぶ、高齢者の口腔内の
特徴とケア
人20人程度（先着）
場申7月24日㈮までに、電話で同センター
（南大井5－19－1☎5753－3900）へ

私立幼稚園補助金の申請受付
区内在住で、満3～5歳（小学校就学の始
期に達するまで）のお子さんを私立幼稚
園などに通園させている保護者は、補助
金の申請をすることができます。申請書、
お知らせは通園している幼稚園で配布し
ます。
申7月31日㈮（必着）までに、申請書を
保育課私立支援係（〠140－8715品川区
役所第二庁舎7階☎5742－6723）へ郵
送か持参

少年少女スポーツ普及支援事業助成
を開始します
区内各スポーツ連盟に所属する少年少女
スポーツ団体などが実施するスポーツ教
室・講演会などの費用を一部助成します。
助成額／経費の3分の2以内（上限10万円）
申7月10日㈮～28年2月29日㈪の事業開
始前に、スポーツ推進課で配布する申請書
と必要書類を同課少年少女スポーツ担当
（第二庁舎6階☎5742－6943）へ持参
※予算枠に到達した時点で終了します。

お知らせ！

　むし歯撃退教室

日7月24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（フッ素）使用法・効果的な歯磨き（実
技）
人歯が8本生えた1歳5カ月までのお子さ
ん15人（先着）
場申7月3日㈮から、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

日7月16日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリ
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　
場参電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

日7月18日㈯午後1時30分～3時
場講堂（第三庁舎6階）
講師／糸川昌成（東京都医学総合研究所
病院等連携研究センター長）　
人精神障害者の家族と関係者100人（先
着）
申電話で、品川区精神障害者家族会かも
め会☎3450－5207へ
問荏原保健センター☎3788－7016

　ひきこもりシリーズ学習会

日7月23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
講師／八木眞佐彦（精神保健福祉士）
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

　難病リハビリ教室と交流会

日7月27日㈪午後1時30分～3時30分
内講習と体操実技
人神経難病の方と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

　精神保健家族勉強会

日7月8日㈬午後1時30分～3時30分
内講演会「地域生活について」
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

　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
7/8㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

7/27㈪
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

人65歳以上で、過去に肺炎球菌の予防接
種をしたことがない定期予防接種の対象
年齢でない方と心臓・腎臓・呼吸器疾患、
免疫機能障害、医師が必要と認めた方で
前回の接種から5年以上経過している方
自己負担額／4,000円（生活保護受給中
の方は無料）※区内の契約医療機関で接
種する場合に限ります。
申電話で保健予防課☎5742－9152へ
※接種履歴を調べて、予診票を送ります。

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
 ※外傷は対応できません 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）

7月5日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650

　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355

　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分まで）

7月5日㈰

 たつのこどもクリニック 大　井 1 －32－16 ☎3775－8600

 内川歯科医院 東大井 3 －27－ 8 ☎3761－1216

 青柳歯科 小　山 4 － 3 － 1 ☎3781－0516

 滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496

　 押田接骨院 小　山 2 － 8 －13 ☎3787－8036

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

7月4日㈯
　　　品川区医師会休日診療所   北品川 3 － 7 －25    ☎3450－7650

　　　品川薬剤師会薬局   北品川 3 －11－16  ☎3471－2383
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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

※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 

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

　 精神医療の新しい治療方法をめぐっ
ての講演会「脳とこころ」

　高齢者肺炎球菌予防接種費用を
　一部助成します

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。

電子
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今年も暑い夏がやってきました。いよいよ区民まつりの季節で
す。趣向を凝らした模擬店に舌鼓をうち、宵には盆踊りで汗を
流し、家族みんなで地域のおまつりを楽しんでみませんか。

品川・大崎地区
　台場小学校（東品川1－8－30）
 日7月19日㈰午後1時～8時30分
 内模擬店、子どもコーナー、パフォーマンス、盆踊
り、ホッケー体験　他
 問品川第一地域センター☎3450－2000

　天妙国寺境内（南品川2－8－23）　
 日7月24㈮～26日㈰午後6時～9時30分
 内盆踊り、ステージ発表、模擬店、支え愛ほっとス
テーションPR　他
 問品川第二地域センター☎3472－2000

　城南小学校（南品川2－8－21）
 日7月25日㈯午後3時～4時30分
 内子どもコーナー（どじょうつかみなど）、健康
チェックコーナー、ホッケー体験　他
 問品川第二地域センター☎3472－2000

　第四日野小学校（西五反田4－29－9）
 日7月18日㈯・19日㈰午後5時～8時
 内模擬店、ゲームコーナー、ガーデンマスターコー
ナー、金管クラブ演奏、盆踊り　他
 問大崎第一地域センター☎3491－2000

　第一日野小学校（西五反田6－5－32）
 日7月25日㈯午後3時～6時30分
 内模擬店、ゲームコーナー、ステージ発表（バンド
発表など）、盆踊り　他
 問大崎第一地域センター☎3491－2000

　第三日野小学校（上大崎1－19－19）
 日8月1日㈯午後3時30分～6時30分
 内模擬店、ゲームコーナー、ふれあい動物園、盆踊
り　他
 問大崎第一地域センター☎3491－2000

　三木小学校（西品川3－16－28）
 日7月20日㈷午前11時～午後3時
 内模擬店、子どもコーナー、アトラクション、
展示　他
 問大崎第二地域センター☎3492－2000

荏原地区
　小山台小学校（小山台1－18－24）
日7月18日㈯午後1時～7時
 内模擬店、子どもまつり、ステージ発表、盆踊り、
ホッケー体験　他
 問荏原第一地域センター☎3786－2000

　清水台小学校（旗の台1－11－17）
日7月19日㈰正午～午後8時
※雨天時は20日㈷。
内模擬店、子どもゲームコーナー、盆踊り　他
 問荏原第二地域センター☎3782－2000

　京陽小学校（平塚2－19－20）
　ひらさん広場（平塚3－9）
日7月25日㈯午後3時～8時
内模擬店、子どもコーナー、ステージ発表、じゃん
けん大会、盆踊り、ホッケー体験　他
 問荏原第三地域センター☎3783－2000

　源氏前小学校（中延6－2－18）
日7月25日㈯午前10時～正午
　　　　　　午後4時20分～7時30分
※雨天時は26日㈰。
 内模擬店、子どもコーナー、オープニングイベント、
盆踊り、花火　他
 問荏原第四地域センター☎3784－2000

　旧荏原第四中学校（朋優学院戸越校舎）
　（豊町3－5－31）
 日7月19日㈰午後3時～8時30分
　    20日㈷午後5時～8時
 内模擬店、子どもまつり、ステージ、盆踊り、各種
啓発活動、ホッケー体験　他
 問荏原第五地域センター☎3785－2000

大井・八潮地区
　南大井文化センター（南大井1－12－6）
 日7月5日㈰午前10時～午後3時
 内子どもカーニバル（模擬店・ゲーム）
 問大井第一地域センター☎3761－2000　

　桜新道（南大井5）
 日7月11日㈯午後5時～8時45分
※雨天時は12日㈰。
 内模擬店、盆踊り　他
 問大井第一地域センター☎3761－2000　

　西大井広場公園（西大井1－4－10）
 日7月25日㈯午後3時～7時
 内模擬店、ゲーム店、ミニSL　他
 問大井第二地域センター☎3772－2000
　大井第三地域センター☎3773－2000

　八潮公園多目的広場（八潮5－11）
日7月18日㈯午後3時～9時
       19日㈰午後1時～8時45分
 内模擬店、子どもコーナー、盆踊り、打ち上げ花火、
ホッケー体験　他
 問八潮地域センター☎3799－2000
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第二地域センター☎3492－20000

荏原原地地区区

、ホッケ 体験　他
五地域センター☎3785－2000

出会い！ふれあい！出会い！ふれあい！
品川区民まつり品川区民まつり20152015

問八潮地域センター☎3799－2000

主催／各地区品川区民まつり実行委員会
問い合わせ  各地域センター

社会を明るくする運動とは、すべての
国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯し
た人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、
犯罪や非行のない明るい社会を築こう
とする全国的な運動です。

「みんなで創る環境都市しながわ」の環境標語“エコトバ”
を募集します。あなたの考える環境を守るために大切なこと
を標語・俳句・川柳など35文字以内の言葉にしてください。

申10月31日㈯（必着）までに、環境課（本庁舎6階）、地域
センターで配布する応募用紙を環境課環境推進係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6755）へ郵送

応募資格 賞品
区内在住か
在勤の方　

最優秀賞1件（賞状と賞品）、優秀賞6件（賞
状と賞品）、アイデア賞100件（賞品）

区内企業
の方　

最優秀企業1社（賞状と標語・企業名入りオ
リジナルウエットティシュ）

　街頭広報活動
日7月3日㈮午後3時～5時
場五反田・大崎・大井町・西大井・武蔵小山・立会川・青物横
丁の各駅前、八潮地域センター
　中央大会（区民愛のつどい）
日7月24日㈮午後1時30分～3時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内活動報告、青少年善行・特別表彰、体験報告、記念演奏など

強調月間 7月1日～31日

第65回 品川区社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

問地域活動課☎5742－6687



電子＝区ホームページから電子申請可　●費用の記載のないものは無料　●対象は原則として区内在住・在勤・在学の方

2015年7月1日号 5

問福祉計画課施設計画担当☎5742－6738、ケアサークル恵愛☎3774－3937

「地方税の賦課及び徴収に関する事務についての
特定個人情報保護評価書（素案）」
に対するご意見をお寄せください
　マイナンバー（社会保障・税番号）制度の導入に向けて、個人のプライバシーを保護するため、より一層の対
策が求められています。
　そこで、地方税の賦課・徴収事務でマイナンバーを含む個人情報（特定個人情報）を取り扱うにあたり、情
報漏えいを未然に防ぎ区民の皆さんの信頼を得るために、「特定個人情報保護評価書」を作成します。
　このたび、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

　問い合わせ　税務課税務係（〠140－8715品川区役所本庁舎4階☎5742－6662 Fax5742－7108）

評価書の内容

　地方税の賦課及び徴収に関する事務において、マイナンバーを含む個
人情報（特定個人情報）を取り扱うにあたり、想定されるリスクの分析
を行い、そのリスクを軽減するための措置について記載しています。
　主な内容は、「基本情報」、「事務の内容」、「特定個人情報ファイルの
概要」、「記録項目」、「特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけ
るリスク対策」などです。

応募方法／7月30日㈭（消印有効）までに、意見、住所、氏名、
電話番号を税務課へ郵送かFAX、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。

「地方税の賦課及び徴収に関する事務についての特定個人情報
保護評価書（素案）」の全文は、区ホームページ、税務課、区政
資料コーナー（第三庁舎3階）、地域センターでご覧になれます。

皆さんのご意見をお寄せください

大井地区に区民の方からの寄贈物件を活用した
認知症グループホームを開設します

　区では、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続け
られるよう、身近な介護基盤を計画的に整備しています。
　この度、大井六丁目に1ユニット9人・区内13カ所目の認知症高
齢者グループホームを開設します。この施設は、こちらに住んでい
た区民の方が高齢者福祉への活用のためにと寄贈した財産を活用
し、整備したものです。
　地域に開かれた施設となるよう、前面に「ウエルカム・ガーデ
ン」をしつらえ、地域とのふれあいを大切に育みます。

●グループホームとは、家庭的な雰囲気の中で認知症高齢者が少人
数で食事、買い物、地域行事などの日常生活を送る住まいです。

 日7月22日㈬午後2時～4時
参当日、直接同施設へ

施設見学会
を行います

●マイナンバー（社会保障・税番号）制度とは●
　マイナンバー制度は、行政事務を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現
するための社会基盤です。
　具体的には、住民票がある全ての方に、一人一つの番号（マイナンバー）を付し、その番
号を社会保障・税・災害対策それぞれの分野で保有する個人情報とひもづけて、効率的な情
報のやりとりを行います。
　マイナンバーを活用することで、本人の所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやす
くなるため、真にサービスを必要としている方に対し、積極的できめ細やかな行政支援が可
能になります。
　10月より12桁の個人番号が記された「通知カード」が郵送され、28年1月
より申請した方を対象に「個人番号カード」が交付される予定です。
※詳しくは、内閣官房の社会保障・税番号制度のホームページ www.cas.
go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.htmlをご覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせは“全国共通ナビダイヤル”へ

受付時間／月～金曜日午前9時30分～午後5時30分（祝日・年末年始を除く）
0570－20－0178

IP電話などからは☎050－3816－9405　
外国語対応は 0570－20－0291（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）

★

品川歴史館

大井
第一小

品川歴史館

大井
第一小

大井警察署

池
上
通
り

池
上
通
り

交番

鹿島神社前

大森貝塚
遺跡庭園

鹿島神社鹿島神社

至大森

至大井町

　
　
京
浜
東
北
線

大井
水神公園

〒

滝王子通り

8月1日
㈯

オープ
ン

名称／大井認知症高齢者グループホーム
所在地／大井6－20－5　定員／9人
運営事業者・指定管理者／ケアサークル恵愛
※入所要件や料金など詳しくはお問い合わせください。

施設の
概要

食中毒防止のため食品衛生法の基準が改正され、27年6月12日より豚の食肉
を生食用として販売・提供することが禁止されました。肉や内臓は、よく加
熱して食べましょう。
問生活衛生課食品衛生担当☎5742－9139

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

HPshinagawa-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

室内のダニ発生を予防しましょう

ダニが発生すると、刺されてかゆくなったり、アレルギー症状の原因になることも
あります。ダニの発生を予防するには
　換気をしましょう
離れた窓を2カ所あけると効果的で、換気扇も有効です。炊事や入浴後には、必ず
換気をしましょう。湿度管理には、換気のほかに除湿機やエアコンをうまく使うこ
ともおすすめです。
　丁寧な掃除をしましょう
掃除機がけは、ダニのえさになるフケや食べこぼしを取り除くほか、ほこりの中の
ダニなども取り除くことができます。日頃からこまめに掃除機がけなどを行いま
しょう。

問生活衛生課医薬環境衛生担当☎5742－9138

大井認知症高齢者
グループホーム

豚の食肉を生食用として販売することが
禁止されました

マイナンバー
広報キャラクター
マイナちゃん
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「品川区の人口の将来展望」に関す
るアンケートにご協力ください
　区では品川区の人口の将来展望を示す
人口ビジョンと、それを基に今後5カ年の
目標・施策の基本的方向性を定める総合
戦略の策定に向けた検討を行っています。
　計画策定に反映させるため、区内在住
の18歳以上の方2,000人を無作為に選
び、アンケート調査を実施しています。
ご協力をお願いします。
回答方法／7月10日㈮までに、アンケー
トに同封の返信用封筒で郵送
問企画調整課企画担当☎5742－6607

若者就業体験事業～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①28年3月大学などを卒業予定の方
②25年以降大学などを卒業した未就職の
方
③39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
説明会／7月27日㈪・28日㈫午前10時、
29日㈬～31日㈮午後1時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
申月～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

品川健康センター休館のお知らせ
保守点検などのため休館します。
日7月25日㈯
問同センター☎5782－8507

大井1丁目共同ビル全館休館
電気設備点検のためお休みします。
日7月18日㈯
問しながわ観光協会☎5743－7644
社会福祉協議会☎5718－7171
ボランティアセンター☎5718－7172
さわやかサービス☎5718－7173
大井ファミリー・サポート・センター☎
5718－7185
おもちゃの病院☎5718－7181
消費者センター土曜日電話相談☎5718
－7182

20歳前障害などによる障害基礎年金
を受給している方へ
7月31日㈮までに、所得状況届・現況届
か診断書付き届出書の提出が必要です。
対象の方には、7月初めに日本年金機構
から用紙が郵送されますので、必要事項
を記入して早めに提出してください。提
出がないと、障害基礎年金の支給が停止
されますのでご注意ください。
※上記以外の障害基礎年金を受給してい
る方で診断書など届け出が必要な方には、
誕生月に書類が送られます。
提出先・問国保医療年金課国民年金係（本
庁舎4階☎5742－6683）へ

簡易型電力量表示器を貸し出します
自宅の電化製品の電力使用量や電気代、
CO2量を測定し、節電に役立ててみませ
んか。測定記録は区に提出していただき
ます。優れた取り組みについては、区ホー
ムページで紹介する場合があります。
期間／最長2カ月
問環境課環境推進係☎5742－6755

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
㈪ 10:00～17:00
㈮ 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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ファイル情報 
〠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

レッツ スポーツ
　シルバーピンポン教室
日7月24日～8月21日の月・金曜日午前9時30分～11時30分（全8回）
※8月10日㈪を除く。
人60歳以上の方30人（抽選）
￥2,500円（ボール代・保険料込）
場申7月9日㈭（必着）までに、往復はがきで教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、
経験の有無を戸越体育館へ

　初級・中級硬式テニス教室
日8月27日～10月15日の木曜日午後7時～9時（全8回）
※雨天予備日は10月22日㈭・29日㈭。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
人学生を除く16歳以上でラリーのできる方20人（抽選）
￥12,000円（保険料込）
主催／品川区テニス連盟
申8月5日㈬（必着）までに、往復はがきかFAXで教室名、住所、氏名、年齢、電
話番号、テニス歴をスポーツ協会へ

　総合体育館トレーニング室　海の日　特別プログラム
時間 種目

9:45～10:45 やさしいヨーガ
11:00～12:00 脂肪燃焼ステップ＆筋トレ＊
13:00～14:00 ボディバランス
14:15～15:15 フラメンコ入門＊
＊は上履き持参。

　第65回品川区民スポーツ大会

●水泳大会（夏季）
日8月23日㈰午前9時から　場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）

対象・種目 自由形 平泳ぎ 背泳 バタフライ リレー
一般男子

50 50 50
50 ―

一般女子（高校生以上） 200
壮年男子（35歳以上） ― ―
壮年女子（30歳以上） 25 ― ―
高校男子 100 100 100

50

400
中学男・女

50 50 50 200小学5・6年男・女
小学3・4年男・女
小学1・2年男・女 25 100
※1人2種目まで出場可（リレーを除く）。

人小学生以上の方　￥500円、小中高生300円
申8月5日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ（7月21日㈫を除く）
●軟式野球大会（秋季）
日8月30日～11月29日の日曜日、祝日　場天王洲公園野球場（東品川2－6）他
人10人以上のチーム
※区外在住者2人以内と女子も可。
※全日制学生で組織されたチームや日本社会人野球連盟登録者、品川区軟式野球連
盟Ⅰ部登録者は除く。
￥1チーム3,000円
申込書配布場所／体育館、スポーツ推進課、地域センター、文化センター
申8月9日㈰までに、申込書と費用を持ってスポーツ協会へ（7月21日㈫を除く）
※代表者会議は8月21日㈮午後6時30分から、きゅりあん（大井町駅前）。

日7月20日㈷
人16歳以上の方各20人（先着）
￥各400円
場参当日、運動のできる服装でタ
オルと飲み物を持って同館へ

（単位＝ｍ）

　●お知らせ

説明パネルを自由に閲覧できるオープンハウス型で行います。国の担当者が常駐
し、質問や意見に対応します。

日程 会場
7月30日㈭～8月1日㈯ 目黒区勤労福祉会館（目黒区目黒2－4－36）

8月9日㈰～12日㈬　 品川区役所第二庁舎3階ロビー

8月27日㈭～29日㈯ 港区品川駅港南口区民協働スペース
（港区港南2－3－13品川フロントビルキッズ館）　

9月5日㈯ アトレ大井町3階セントラルガーデン（大井町駅中央口）
※時間は月～金曜日は正午～午後8時、土・日曜日は午前10時～午後6時。
問国土交通省 0570－00－1160（IP電話などからは☎5908－2420）
　都市計画課☎5742－6760、環境課☎5742－6751

国土交通省による羽田空港機能強化に関する
「オープンハウス型説明会」のお知らせ
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お肉の情報館
肉の生産・流通、人権問題の理解を深め
る展示と映像での説明を行っています。
日月～金曜日午前10時～午後6時
※祝日・年末年始を除く。
場中央卸売市場食肉市場（港区港南2－7
－19センタービル6階）
●7月25日㈯、8月22日㈯午前10時～
午後6時は臨時開館します。
問同市場☎5479－0651
人権啓発課☎3763－5391

第210回東京都都市計画審議会
日9月2日㈬午後1時30分から
場特別会議室Ａ（都庁第一本庁舎北棟42
階）
人15人（抽選）
申8月12日㈬（消印有効）までに、往復
はがき（1人1通）で住所、氏名、電話番
号を東京都都市計画課（〠163－8001東
京都都市整備局☎5388－3225）へ
※付議予定案件は、都ホームページをご
覧いただくかお問い合わせください。
問品川区都市計画課☎5742－6760

塾代などを支援します
中学3年生、高校3年生の学習塾などの費
用や、高校や大学などの受験費用につい
て貸し付けを行い、子どもたちの学習意
欲をサポートします。
貸付額／受講料＝実費（上限200,000円）
高校受験料＝実費（上限27,400円）
大学受験料＝実費（上限105,000円）
対象者／次の全てにあてはまる方
・世帯の生計中心者
・預貯金などが600万円以下
・土地・建物を所有していない（自己居
住用は除く）
・都内に1年以上住民登録をしている
・生活保護受給世帯でない
・課税所得か総収入が一定基準以下
扶養人数 課税所得（年間）総収入（年間）
0 50万円以下 176万円以下
1

60万円以下
260万円以下

2 320万円以下
3 380万円以下

問生活福祉課相談係☎5742－6545

夏の体験ボランティア2015
夏休みにボランティア体験をしませんか。
日7～9月
場区内の高齢者・障害者施設、ボランティ
ア団体など
人説明会に参加できる区内在住か在学の
中学生～大学生など120人（先着）
￥300円から（ボランティア保険代）
申参加する説明会までに、電話で品川ボ
ランティアセンター☎5718－7172へ
説明会／7月17日㈮・24日㈮の午後5時
からか7月25日㈯、8月1日㈯の午後2時
からのうち1日

知って役立つ図書館講座
「江戸の町民が愛した品川野菜」
品川カブ、居留木橋カボチャなど品川区
ゆかりの江戸野菜について話します。
日7月18日㈯午後2時～3時30分
講師／大塚好雄（東海道品川宿なすびの
花代表）
人40人（先着）
場申電話で、品川図書館（北品川2－32
－3☎3471－4667）へ

品川区史2014関連講座「近年の発掘
調査でわかった品川の原始・古代」
日8月29日㈯午後2時～4時
人16歳以上の方100人（抽選）
場申7月17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

産業技術高等専門学校オープンカレッジ
●論理と科学の散歩道～素朴な疑問を
きっかけに（全2回）
日8月22日㈯・23日㈰午後2時～4時
人中学生以上の方20人（抽選）
￥2,100円
●英検3級対策講座～中学校の英語を復
習しよう（全5回）
日8月19日㈬～23日㈰午前10時～正午
人中学生15人（抽選）　￥2,300円
───────共　　通───────
場申8月6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

花とみどりのフォト講座
日7月12日㈰午後2時～4時30分
内講義と公園内での撮影会
人区内在住か在勤のデジタルカメラに不
慣れな方15人（先着）
場申午前9時～午後5時に、電話でしなが
わ中央公園（区役所前☎5740－5037）へ

中小企業パソコン教室
内容 日時

① ウインドウズ8.1（全2回）
8/1㈯ 9:30～16:30
8/2㈰ 9:30～12:30

② エクセル初級（全3回）　
8/4㈫～8/6㈭
18:00～21:00

③ イラストレーター応用（全2回）　
8/8㈯～8/9㈰
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①②各10
人③20人（先着）
￥①1,080円、②③各1,500円
申火～金曜日午前10時～午後5時にフォー
ティネットパソコンスクール☎3842－
6453へ
問商業・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

障害者地域活動支援センター「逢
あえる

」
パソコンテーマ別教室
毎月異なるテーマで学習します。利用に
は事前に登録が必要です。まずはご連絡
ください。初心者も歓迎します。
日第1・3月曜日
①午前10時～正午②午後1時～3時
人区内在住で身体障害者手帳か愛の手帳
をお持ちの65歳未満の方各4人（初めて
の方優先）
￥1回100円
場申利用日の1週間前までに、電話か
FAXで障害者地域活動支援センター（旗
の台5－2－2心身障害者福祉会館内☎
5750－4996 Fax3782－3830）へ
※手話通訳・要約筆記が必要な方はお申
し出ください。

朗読講習会～視覚障害者にわかりや
すく聴きやすい朗読の基礎
日8月28日～10月30日の金曜日
午後1時30分～3時30分（全10回）
人区内在住か在勤のボランティア活動の
意思がある18歳以上の方20人（抽選）

場申8月10日㈪（必着）までに、往復は
がきで講習会名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を障害者地域活動支援セ
ンター（〠142－0064旗の台5－2－2心
身障害者福祉会館内☎5750－4996）へ

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
皆さんが出したペットボトルは資源とし
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7月30日㈭午前7時50分～午後6時
（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）、リ
ソースガイア浜野工場（千葉市中央区）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7月15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☎3490－7098 Fax3490－7041）へ

イベント
●劇団カッパ座「みにくいアヒル
の子」　7月26日㈰午後1時30分～
3時15分。きゅりあん。1,600円、
3歳～小学生1,100円。電話で品川
カッパ友の会☎3781－7989へ
●ドレメ夏のキッズスクール（A
フレアパンツ　Bハーフパンツ）　
7月30日㈭午前10時～午後3時。ド
レスメーカー学院（上大崎4）。小
学5・6年生30人先着。7月23日㈭
までにドレスメーカー服飾教育振興
会☎3491－8656へ

●相続・不動産無料相談会　7月
29日㈬午前10時～午後5時。きゅ
りあん。15組先着。電話で日本地
主家主協会☎3320－6281へ

サークルなど
●大池会（からだづくりと太極拳）
見学歓迎。㈬午後1時30分。荏原第
二 。月2,500円。☎6421－6620
佐藤
●品川少年少女合唱団　小中高
生。㈯午後2時30分。中延小。月
2,000円。（入）1,620円。☎090－
1597－0686増本

●浜川トリムクラブ　㈫午後7時。
浜川小。月1,000円。（入）1,000円。
☎3768－7288榎本
●荏原一中トリムクラブ　㈫午後
7時。荏原第一中。月750円。（入）
500円。☎3782－5530猪又
●紫幸会（しこうかい）俳句　60
歳以上。第2・4㈫午後1時。関ヶ
原シルバー 。月2,000円。☎3775
－7926竹田
●ひまわり（カラオケ）　㈫午後6
時30分。五反田文化 。月2,500
円。（入）1,000円。☎3782－5386
木村

●宮崎カラオケ　㈪午後1時30
分。スクエア荏原。月5,000円。☎
3472－2046石井
●千代の会（茶道）　第2・4㈫午前
10時・午後1時。きゅりあん。月4,000
円。☎3450－6327関本
●みどり会（書道）　初心者歓迎。
第1・3㈬午前9時30分。荏原文化
他。月2,200円。☎3774－7820

風間
●玄貞会（てん刻）　見学歓迎。
第2・4㈬午後6時30分。中小企業
。月3,000円。（入）2,000円。☎

3776－6220山田

●きさらぎ俳句会　第1・3㈬午後
2時。五反田文化 。月2,000円。
☎080－3172－0708田山
●ウクレレ・アロハ　初心者歓迎。
㈪午後1時30分。旗の台文化 。
月3,500円。☎3458－4884橋本
●ひまわり（カラオケ）　㈮午後1
時30分。五反田文化 。月5,000
円。☎3786－6418長谷島
●品川デジカメ倶楽部　屋外撮影
会あり。第1㈪午後1時30分。五反
田文化 他。年1,000円。月1,000
円。（入）500円。☎080－8740－
4324山梨

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

講座・講演

文化・イベント情報文化・イベント情報

●3日㈮～8日㈬／坂くに子合同教室展
2015（パッチワークキルト）
●10日㈮～15日㈬／福島から東京、歴
史建築を描くＯ美術館展（ハイブリッド
描画）／アトリエ25　油絵展
●18日㈯～22日㈬／第44回龍峡書道
会小品展
●25日㈯～8月5日㈬／第4回座の会展
（日本画、墨画、漆絵）　
※7月30日㈭を除く。
場問同美術館（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。

●2日㈭～6日㈪／独りよがりオモシロ
表装展（5）（掛軸）
●8日㈬～13日㈪／第14回二欣会展
（油彩、水彩、日本画、パステル）
●15日㈬～20日㈷／民医連東京共済
写真サークル第11回写真展
●22日㈬～27日㈪／第18回水楓会水
彩展　
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7月18日㈯午後1時～3時
内「トイレが近い」原因と治療、「パーキ
ンソン病って、どんな病気」
人90人（先着）
場参当日、直接同病院（東大井6－3－
22☎3764－0511）へ

日7月11日㈯午後6時～9時 
※雨天中止。
場戸越銀座商栄会商店街
内街路灯や電気設備をできる限り消し、
商店街を灯

とう

篭
ろう

でライトアップ
問戸越銀座商栄会商店街振興組合・山
村☎3787－4608

　
日7月18日㈯・19日㈰
午前9時～午後4時
人中学生　※保護者の同伴可。
場申電話で、同校（東大井1－10－40
☎3471－6331）へ　
※詳しくは、 www.metro-cit.ac.jp/を
ご覧ください。
 

日7月23日㈭午前9時30分～午後2時
内下水処理施設の見学、微生物の観察、
お楽しみ・プレゼントコーナーなど
場参当日、直接芝浦水再生センター（港
区港南1－2－28☎3472－6411）へ

　
日8月1日㈯・2日㈰
午後3時30分～8時30分
内盆踊り、歌謡コンサート、模擬店、地
方物産展など
場参当日、西大井広場公園（西大井駅
前）へ
問二葉中央商店会・梅田☎3781－4395

Ｏ美術館　7月の催し

芝浦サマーフェスタ2015

品川納涼祭

第7回ぼんぼん廻
めぐ

り

区民ギャラリー　7月の催し

東芝病院市民公開講座

産業技術高等専門学校
「夏のものづくり体験入学」

催　し



区では、震災時の火災による被害の危険性が高い地域において、「新たな防火制度」
を導入して、建築物の耐火性能を向上させ、災害に強い安全・安心のまちづくり
を進めています。現在、既に木造住宅密集地域を中心とした広いエリアに新たな
防火制度の区域を指定していますが、「大井7丁目、西大井3丁目・4丁目」につい
ても区域を拡大しました。

● シティプロモーション　● 粗大ごみの出し方
● 後期高齢者医療制度
● 国民健康保険限度額認定証

・外国人人口…………10,890
　　男………………… 5,305
　　女………………… 5,585

総人口…………… 374,543世帯…………………207,439

・日本人人口………… 363,653
　　男…………………  178,352
　　女…………………  185,301

  人口と世帯（平成27年6月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　7月11日号

　

平成27年（2015）

7/1
1963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

区では、“輝く笑顔　住み
続けたいまち　しながわ”
の実現に向けて区政を推
進しています。26年度の
品川区を振り返ります。

平成26年度　
　品川区この1年

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7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
　 夢の世界へご招待！
劇団四季とリトルマーメイド(仮)

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 サヘル・ローズの天晴！品川  
　 サヘルの祭りダァ！ (仮)

月 しながわのチ・カ・ラ
　 地域ブランド（仮）

火 ほっとインフォメーション　
　 熱中症に気を付けよう（仮）

水 　平成26年度　品川区この1年 ほっとインフォメーション
　 消費者センター

木

三之助  とって
おきの品川
オーケストラに魅せら
れて！しなかんの調べ

品川の昔話
安楽寺の火中出
現の庚申供養塔

品川歴史探訪
品川の海～猟師町の発展と海
苔養殖のおこり～

金 復活！しながわ探検隊 トビーが行く！
しながわで自ビールを楽しもう！

新

新

新

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

表
ひょう

　具
ぐ

昭和42年入門
佐野文夫

日7月10日㈮・11日㈯ 
　午前10時～午後4時
場中小企業センター
　1階ロビー
　（西品川1－28－3）
問商業・ものづくり課
　☎5498－6335 

伝 統 工 芸 の 実 演

小山台２丁目

小山台１丁目

西五反田４丁目

西五反田５丁目

西五反田
　６丁目

小山
　１丁目

小山
　２丁目小山

３丁目

小山４丁目

小山５丁目

小山６丁目

荏原１丁目

荏原２丁目荏原
３丁目

荏原
４丁目

荏原５丁目

荏原６丁目

平塚
１丁目

平塚
２丁目

平塚
３丁目

西中延
１丁目

西中延
２丁目

西中延
３丁目

旗の台
３丁目

旗の台
２丁目

旗の台
４丁目

旗の台
５丁目

中延１丁目

中延
２丁目

中延
３丁目

中延４丁目

中延５丁目 中延
６丁目

大崎３丁目
大崎
４丁目

戸越１丁目

戸越２丁目
  戸越
３丁目

戸越
４丁目

戸越５丁目

戸越６丁目

東中延
１丁目

東中延
２丁目

豊町
１丁目

豊町６丁目
豊町
５丁目

豊町４丁目

豊町３丁目

豊町２丁目

西品川
２丁目

西品川３丁目

二葉１丁目

二葉４丁目
二葉３丁目

二葉２丁目

西大井１丁目

西大井
４丁目

西大井５丁目

西大井６丁目

大井５丁目西大井２丁目

西大井
4丁目 西大井

3丁目 大井7丁目

大井２丁目

大井４丁目

東大井
６丁目

南品川４丁目

南品川
５丁目

拡大区域
現在の区域

町丁目界

「大井7丁目、西大井3丁目・4丁目」に「大井7丁目、西大井3丁目・4丁目」に
の区域を拡大しましたの区域を拡大しました新たな防火制度

10月1日以降に着手する建築工事が対象となります。
詳しくは、お問い合わせください。
   問い合わせ   建築課審査担当☎5742－9172

導入前

4階▶

▲
500㎡

▲
500㎡

▲
1500㎡

▲
1500㎡

4階▶

（階数）

（延べ面積）

3階▶ 3階▶

導入後

耐火建築物耐火建築物

木造・
防火構造物

準耐火建築物
準耐火建築物

●耐火建築物…… 鉄筋コンクリート造、鉄骨造（耐火被覆した
もの）など

●準耐火建築物… 鉄骨造・木造（準耐火性能があるもの）など
●防火構造… … … 木造の外壁にモルタルを塗ったものなど

制度の内容
新築や増改築の建築工事を行う時に、次の構造制限が適用されます。

●すべての建築物は、原則として（一部例外あり）準耐火建築物以上とします。
●延べ面積が500㎡を超えるものは耐火建築物とします。

新たな防火制度の区域

フレッシュ名曲
コンサート 大友直人 & 新鋭チェリスト伊藤悠貴~スラブの旋律

ⒸRowland KirishimaⒸRowland Kirishima

27年10月1日
「国勢調査」

国勢調査は統計法に基づき、
日本国内に住むすべての人と
世帯を対象として5年に一度
国が行う、最も基本的で重要
な調査です。外国人の方も対
象となります。
問地域活動課統計係
☎5742－6869

国勢調査は統計法

ご協力をご協力を
お願いしますお願いします

マエストロ大友直人がいざなうスラブ音楽の世界。
欧州や米国でも高い評価を得ている伊藤悠貴のチェロの旋律美と東京交響楽団の迫力ある演奏をお聴きください。

 日11月7日㈯午後2時開演（午後1時30分開場）　 場きゅりあん大ホール（大井町駅前）
曲目／ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調、チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調
 ￥3,500円（全席指定）
発売開始／7月10日㈮
　窓口販売　 午前9時から／きゅりあん・スクエア荏原・メイプルセンター
　　　　　　 午前10時から／Ｏ美術館（初日のみ午前9時から）・しながわ観光協会
　電話予約　 午前10時から／チケットセンターキュリア
　インターネット予約　 午前9時から／ www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。 ※就学前のお子さんは入場できません。 
※託児はありません。
 問チケットセンターＣＵＲＩＡ（キュリア）☎5479－4140 ⒸPaul Duxfield




