
●キャッチコピー募集
　
採用されたコピーをもとに、区
でロゴマーク（図案）を作成し、
シティプロモーションに活用し
ます。
キャッチコピーの基準など／
●表題の〈品川区らしさ〉をも
とに、品川区の魅力を印象強く、
わかりやすく伝えられるものなど
●最大20文字まで（半角文字や規格外文字は不可）
応募方法／区ホームページかパンフレットをご覧のうえ、
7月31日㈮（消印有効）までに、はがきでキャッチコピー
（ふりがな）、コピーの説明、住所、氏名、
年齢、電話番号を広報広聴課シティプロ
モーション担当へ
〇区ホームページから電子申請もできま
す。
〇採用された方には記念品（3万円相当）
と「しながわ水族館イルカトレーナー体
験チケット」を進呈しま
す。
パンフレット配布場所／
広報広聴課、地域セン
ター、文化センター、図
書館など

キャッチコピー募集キャッチコピー募集

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity
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　古くから交通の要所である品川区には、人のきずなや活
気が息づく地域の祭礼、戸越銀座や武蔵小山などのにぎわ
いある商店街、目黒川や品川浦などの水辺など多彩な魅力
があります。
　そのような区の魅力を改めて掘り起こし、誇りと愛着を
持てるまちと感じていただくとともに、その魅力を広く伝
えるシティプロモーションに取り組みます。また、品川区
の魅力を集約する言葉として、「心あたたまる出会い、とき
めきのある暮らし、都心の魅力がバランス良く共存する利
便なまち。」と表現しました。
　そして、「オール品川区」で取り組むためのキャッチコピー
（引き付ける言葉）と、品川
区の魅力発信につながる事業
を募集します。

品品川川区区のの魅魅力力をを発発信信すするる

シティプロモーションシティプロモーション
心あたたまる出会い、ときめきのある暮らし、
都心の魅力がバランス良く共存する利便なまち。品川区らしさ

問い合わせ／広報広聴課シティプロモーション担当（〠140－8715品川区役所本庁舎5階☎5742－6616）

●シティプロモーション認定事業募集

品川区の魅力を区内外に発信する事業に対し経費の一部
を助成します。区ホームページや広報広聴課で配布する
募集要項と申請書類を確認のうえ応募してください。説
明会でも案内します。
応募資格／個人、事業者、NPO、各種団体など
申請締切／8月20日㈭
助成金額／助成対象経費の2分の1（上限あり）
申請予定者向け説明会／
日①7月21日㈫午後6時30分～7時30分 
　②7月22日㈬午前10時～11時 
場参当日直接、講堂（区役所第三庁舎6階）へ

シティプロモーション認定事業募集シティプロモーション認定事業募集

■品川区のシティプロモーションとは、「品川区らしさ」や「品川
区ならではの魅力」について区をあげて発信し、品川区に足を運
んでもらう取り組みです。そして、区民の方の区に対する誇りと
愛着をさらに感じていただき、一層活力ある品川区をめざします。
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　としょかんスタンプラリー

区立図書館全10館のうち、異なる3館を巡ってスタンプ
を集めたお子さんに記念品（先着300人）を差し上げま
す（本人カードでの1冊以上の貸し出しで押印）。
日7月18日㈯～8月31日㈪
人小学生以下のお子さん　※保護者同伴。
問品川図書館☎3471－4667
※大井町・武蔵小山サービスコーナーでは実施しません。
荏原図書館は、工事完了後の開館（8月）から利用可。

　夏休みは品川歴史館に行こう!!
　楽しい子ども歴史展示コーナー

8月30日㈰まではワークシートに全問正解すると品川歴
史館特製記念品をプレゼント。
日7月18日㈯～9月27日㈰
※休館日は月曜日、祝日、7月21日㈫、9月24日㈭。
観覧料／100円、小中学生50円
※20人以上の団体は2割引。品川区立の小中学生・70
歳以上の方・障害のある方は無料。　
※観覧料は常設展示の観覧料を含む。
場問同館（大井6－11－1☎3777－4060）

　こどものつどい「しなふく なぞなぞ探検」

日7月25日㈯午前10時～午後2時
内ウオークラリー、真崎焼き大会（くきわかめを使った
たこなしたこ焼き）
人4歳～小学生20人（先着）　
※就学前のお子さんは保護者同伴。
場申7月21日㈫までに、電話で品川総合福祉センター
（八潮5－1－1☎3790－4839）へ

　パパズプログラム
　「パパと一緒にハゼつりをしよう！」

日8月1日㈯午後3時～6時　※雨天中止。
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－2）
人区内在住で、3歳～小学生のお子さんと父親20組（先着）
￥1人250円　持ち物／水筒、タオル、帽子
申7月17日㈮（必着）までに、往復はがきに「パパズプ
ログラム」とし、住所、参加者全員の氏名（ふりがな）・
年齢・性別、電話番号を子ども育成課庶務係（〠140
－8715品川区役所☎5742－6720）へ

　ひとり親家庭「夏休み・親子で水族館に行こう！」

京急油壺マリンパークとまぐろランチを楽しみます。
日8月2日㈰午前9時30分～午後5時
※京急品川駅1階改札口集合・解散。
人ひとり親家庭の小学生以上の親子35人（抽選）
￥中学生以上2,500円、小学生1,500円　
（交通費・入場料・昼食代込）

主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申7月22日㈬までに、電話で子ども家庭支援課家庭支
援係☎5742－6589へ

　環境学習講座

1バナナのＤＮＡ抽出実験で生きものの保護について学ぼう
日8月9日㈰午後2時～4時　
講師／深澤秀治（環境教育振興協会理事）　
人小学生18人と保護者（抽選）
2太陽エネルギーでお湯を作ろう
日8月16日㈰午後2時～4時　
講師／石川洵（石川光学造形研究所代表取締役）　
人小学生24人（抽選）　※小学3年生以下は保護者同伴。
―――――――――――　共　通　―――――――――――
持ち物／筆記用具
場申1は7月22日㈬、2は7月27日㈪（必着）までに、
往復はがきかFAXに講座名（1か2）、参加者の住所・
氏名・年齢、電話番号かFAX番号を環境情報活動センター
（〠140－8715品川区役所第三庁舎3階☎・Fax5742－
6533）へ　
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

　夏休み親子カンフー教室

日8月8日㈯午前10時～11時30分
場東品川文化センター（東品川3－32－10）
人小学生と親か祖父母10組程度（抽選）
￥2人1組1,000円　※子ども追加1人につき100円。
主催／品川区武術太極拳連盟

申7月28日㈫（消印有効）までに、往復はがきで教室名、
参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電
話番号をスポーツ協会へ

　親子虫とり公園探検

日8月9日㈰午前8時45分～正午頃　※現地集合・解散。
場みなとが丘ふ頭公園（八潮3－1）
人区内在住で、4歳～中学生のお子さん150人と保護者
（抽選）　
￥1人500円（保険料込）
主催／品川区青少年委員会
申7月21日㈫（必着）までに、往復はがき（1家族1枚）
に「親子虫とり」とし、参加者全員の住所・氏名（ふり
がな）・年齢（学年）・電話番号を子ども育成課庶務係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6692）へ

　卓球観戦ツアー
　日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー第3弾

日8月29日㈯（総合体育館午前8時30分集合・午後6時
解散、往復バス）
場東京武道館（足立区綾瀬3）
内2015ジュニアスポーツアジア交流大会観戦と卓球教室
※昼食は各自用意。
人小学3年生～中学生40人（抽選）
※小学生は総合体育館まで、保護者の送迎が必要。
申8月3日㈪（消印有効）までに、往復はがきに「卓球」
とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、学校名、学年、
電話番号、保護者氏名をスポーツ協会へ

〠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

●利用者活動支援　ポ
障害者施設でシール貼りなどの手
伝いや散歩の補助をします。
日月～金曜日10:00～12:00か13:15
～15:00のうち1時間
場西大井福祉園（西大井5）
●話し相手
高齢者施設で話し相手をします。
日月～土曜日16:00～17:00
場デイサービスセンター大森
（南大井6）
●シーツ交換と床清掃　ポ
高齢者施設でシーツ交換や掃除な
どの手伝いをします。
日月～土曜日10:00～11:30
日曜日13:30～15:00
場成幸ホーム（中延1）

●演芸・演奏披露
高齢者施設で演芸・音楽演奏など
をします。
日月2回（月～土曜日）
13:00～15:00
場デイサービスセンター友の里旗
の台（旗の台4）
●ハンドマッサージボランティア
高齢者の方に話をしながらハンド
マッサージをします。
日第2・4木曜日13:30～16:00
場きたいちカフェ（北品川1）
●フロアのお手伝い　ポ
高齢者施設でおしぼりやお茶出し
をします。
日月～土曜日10:00～12:00
場ケアセンター南大井（南大井5）

※　 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7月22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

■使用済みの切手・テレホンカード類（未使用も可）を品川ボランティ
アセンター（〠140－0014大井1－14－1）へ送ってください

日時 教室名 会場・申し込み先 定員（抽選）
8/18㈫

10:00～12:00 紫外線ってなんだろう 大井図書館
（〠140－0014大井5－19－14☎3777－7151） 15人

8/19㈬
10:00～12:00 磁石であそぼう ゆたか図書館

（〠142－0042豊町1－17－7☎3785－6677） 20人

8/21㈮
10:00～12:00

LEDでじっけんしよう
午前 品川図書館

（〠140－0001北品川2－32－3☎3471－4667）
各
30人8/21㈮

14:00～16:00
LEDでじっけんしよう

午後
8/24㈪

10:00～12:00
はーん？

反射ってなんだろう
南大井文化センター（南大井1－12－6）　
申南大井図書館（〠140－0013南大井3－7－13☎3761－6780） 25人

8/24㈪
14:00～16:00

ゴムの実験
ブルブル君を作ろう

大崎図書館
（〠141－0032大崎2－4－8☎3495－0660） 20人

8/25㈫
14:00～16:00 砂の標本シート 五反田文化センター（西五反田6－5－1）　

申五反田図書館（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2131）
各
30人

8/27㈭
10:00～12:00 虹色のひみつ 荏原文化センター（中延1－9－15）　

申ゆたか図書館（〠142－0042豊町1－17－7☎3785－6677）
8/27㈭

14:00～16:00
あれ！あれれ！
目のさっかく

八潮地域センター（八潮5－10－27）　
申八潮図書館（〠140－0003八潮5－10－27☎3799－1414）

人小学生
申7月22日㈬～8月3日㈪（必着）に、往復はがき（1枚に1人）に教室名、住所、氏名、学年、電話番号を各申し
込み先へ

　小学生のみんな「科学あそび教室」だよ！
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国民健康保険の夏季施設
夏の民宿「出口荘」
日7月18日㈯～8月14日㈮泊
※1回につき2泊まで。
交通／「三浦海岸駅」徒歩15分
￥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。　
※小学生未満は600円（食事・寝具無し）。
※加入していない区民の方は3,800円、小
学生3,300円で利用できます。
パンフレット配布場所／国保医療年金課、
地域センター、文化センター、総合体育館、
戸越体育館
申利用者の氏名・年齢、国保などの加入
者は保険証の記号番号を控え、国保医療
年金課保険事業係（本庁舎4階☎5742－
6675）へ　※電話での仮予約もできます。
※空室情報は国保医療年金課の窓口前か
区ホームページをご覧ください。
〇国民健康保険夏季施設事業は、今年度
をもって終了となります。この機会にご
利用ください。

27年度特別区職員採用選考（身体
障害者対象・Ⅲ類事務）
人日本国籍を有し、昭和63年4月2日～平
成10年4月1日に生まれ、障害者手帳を持
ち、自力で通勤・勤務ができ、活字印刷
文に対応できる方
第一次選考／9月13日㈰
申込書配布場所／品川区人事課（本庁舎
5階）、地域センター、サービスコーナー、
特別区人事委員会事務局任用課
申8月17日㈪（消印有効）までに、特別
区人事委員会事務局任用課（〠102－
0072千代田区飯田橋3－5－1）へ郵送
※ www.tokyo23city.or.jp/saiyou-
siken.htmからも申し込めます（8月19日
㈬まで）。　※採用予定数、受験資格など
詳しくは、採用試験案内をご覧ください。
問特別区人事委員会事務局任用課
☎5210－9787
品川区人事課☎5742－6628

27年度国民年金保険料の免除・若年
者納付猶予申請を受け付けています
保険料を納めることが困難な場合は、本
人・配偶者・世帯主の所得が基準額以下
であれば、納付を免除する「保険料免除
制度」があります。また、失業したばかり
の方の所得を審査対象としない「特例免
除」や世帯主の所得を審査対象としない
「若年者納付猶予制度」（学生を除く、30
歳未満対象）もあります。申請できるのは、
申請時点の2年1カ月前の月分までです。
申請に必要なもの／
●年金手帳や基礎年金番号がわかるもの
●失業した方は、離職票か雇用保険受給
資格者証など
※詳しくはお問い合わせください。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

「M
メ タ レ ッ ク ス

ETALEX2015」品川パビリオン
共同出展企業募集
タイ王国バンコクで開催される金属加工
機器及び工作機械展示会に共同出展する
区内企業を募集します。
日11月18日㈬～21日㈯
出展分野／金型、金属工作機械、金属加
工機械、機械工具、切削工具、精密測定
機器、鍛圧機械、超硬工具、研磨剤、歯
車他
人区内に1年以上主な事業所を置く中小
製造業者
ブース出展料／46万円（8㎡程度）
※展示会終了後、出展料・出展製品輸送
費などの経費の一部を助成します（対象
経費の3分の2・上限50万円）。
募集期限／7月31日㈮
※詳しくはお問い合わせください。
問商業・ものづくり課☎5498－6333

介護者教室
日7月30日㈭午後1時30分～3時
内認知症予防と接し方　
人30人（先着）
場申7月28日㈫までに、電話で西大井在
宅サービスセンター（西大井2－4－4☎
5743－6125）へ

低公害車の買い換えを支援します
環境保全活動を促進するため、低公害車
への買い換え助成を行っています。
対象／区内中小企業者・個人事業者で東
京都環境保全資金の利子補給金等交付決
定通知を受けた方
対象車／東京都環境保全資金融資対象車
利子補給額／利子と都利子補給金確定額
との差額
信用保証料補助額／信用保証料と都信用
保証料補助金確定額との差額
申環境課（本庁舎6階）で配布する申請
書と添付書類を同課環境推進係（〠140
－8715品川区役所☎5742－6755）へ
郵送か持参　
※申請書は区ホームページからダウン
ロードもできます。
※予算額に到達した時点で終了します。

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
8月のオープンキャンパス情報
日内8月9日㈰午前10時～正午＝体験授
業（着脱）、8月22日㈯午後1時30分～3
時30分＝体験授業（食事）
人介護福祉士をめざしている方
※学校案内（学費・授業内容・就職状況・
入学選考）、個別相談などは毎回実施。
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）。

放射線測定器を貸し出します
人区内在住か在勤の方
貸し出し期間／15日以内
貸し出し方法／電話で貸し出し可能か確
認のうえ、環境課指導調査係（本庁舎6
階☎5742－6751）へ

お知らせ！

健康ガイド ●品川保健センター
〠140－0001  北品川3－11－22  ☎3474－2225

●大井保健センター
〠140－0014  大井2－27－20  ☎3772－2666

●荏原保健センター
〠142－0063  荏原2－9－6  ☎3788－7016

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 9/20㈰ 9:30～12:30

13:30～16:30
荏原保健
センター 9/ 5㈯ 9:30～12:30

13:30～16:30
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8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

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

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12日㈰
19日㈰
20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12日㈰

　　　柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171

　　　野村歯科医院 大　井 1 －25－ 4 ☎3776－0121

　　　栗原医院 荏　原 2 －10－13 ☎3782－0530

　　　成進整骨院 大　井 3 － 2 － 2 ☎3775－3166

　　　誠道館清水接骨院 小　山 3 －16－ 5 ☎3783－0685

7月19日㈰

　　　石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477

　　　さとう歯科クリニック 東大井 5 －14－14 ☎3472－6060

　　　やまとや歯科医院 戸　越 6 －20－23 ☎3781－4945

　　　根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787

　　　上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

7月20日㈷

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789

　　　アリスバンビーニ小児歯科大森診療所 南大井 3 －23－16 ☎3768－8388

　　　歯科依田医院 戸　越 6 － 7 －26 ☎3782－0382

　　　阿部整骨院 西品川 3 － 1 －20 ☎3490－2730

　　　中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

  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11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

7月18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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食中毒は一年中発生しますが、高温多湿となる夏場は細菌が繁殖しやすいため、細
菌の食中毒に注意が必要です。細菌を撃退する知恵を取り入れて予防しましょう。

食中毒を予防するには…
菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」の3原則をしっかりと守りましょう。
食中毒予防の3原則

□調理の前には石けんで必ず手を洗う
□傷のある手で調理するときは、ゴム手袋を使う
□冷蔵庫を開ける時間を減らす
□自然解凍はさける
□食品は中心部までしっかり加熱する
□調理済みのレトルト食品や冷凍品もよく加熱する

注意：食品内で食中毒菌が増加しても匂いや味は変わりません。「変な匂いがしなけれ
ば大丈夫」は間違いです。

食中毒かな？と思ったら…
おう吐や下痢が続いた場合は脱水症状に注意し、水分を十分に補給しましょう。また、
食中毒の初期症状（下痢、おう吐、発熱など）は食中毒特有のものではないので、自
分で判断するのは危険です。下痢止めの薬を服用することで症状が悪化する場合も
あります。症状がひどい時には医療機関で適切な治療を受けてください。

お肉の生食に注意！
牛や豚の生レバーだけでなく、生の肉や内臓は食中毒が発生する危険があります。食
中毒を引き起こす原因菌である「カンピロバクター」や「腸管出血性大腸菌（O111、
O157など）」は、もともと新鮮な生肉にもついていることがあるので、どんなに鮮
度が良くても肉を生で食べることは大変危険です。特に、抵抗力の弱い子どもや高
齢者は重症化する可能性が高いので注意が必要です。
□肉や内臓を生・半生で食べることは避け、中心部まで十分に加熱しましょう
□生肉に触れた調理器具は洗浄後、熱湯や漂白剤でよく消毒し、手指は石けんを使っ
て洗いましょう

菌をつけない

菌を増やさない

菌をやっつける

家族みんなで 食中毒予防！！

問生活衛生課食品衛生担当☎5742－9139

キリトリ線
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○ごみにする前に、まだ
使えないか考えましょ
う。本紙21日号で案内し
ているリサイクルショッ
プ「リボン」やリサイク
ル情報紙「くるくる」を
ご活用ください。

粗大ごみとは、家庭で不要になった布団や家具など、高さ・
幅・奥行のいずれか一辺が30㎝を超えるごみのことです。
問品川区清掃事務所☎3490－7051、荏原庁舎☎3786－6552粗大ごみの出し方粗大ごみの出し方

●冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ、
エアコン（室内・外機）
買い替えする店か家電リサイクル受付センター☎5296
－7200へ申し込んでください。
●危険物、薬品、有害物、塗料、セメント類など
専門処理業者に処分をお願いしてください。

●パソコン本体とディスプレイ
メーカーなどに回収依頼をしてください。各メーカー
のリサイクル料金や受付窓口は、各メーカーかパソ
コン3Ｒ推進協会☎5282－7685へお問い合わせくださ
い。

粗大ごみでの収集ができないものと、その処理方法

●戸別収集
予約した収集日の午前8時まで
に、「品川区有料粗大ごみ処理券」
を貼って、指定の場所へ
●日曜日に持ち込む
指定された日の午前9時～午後4
時に、「品川区有料粗大ごみ処理
券」を貼って、資源化センター（八
潮1－4－1）へ

区内の有料ごみ処理券取扱所（ス
テッカー掲示の商店・スーパーマー
ケット・コンビニエンスストアな
ど）で、予約時に案内された手数
料分の「品川区有料粗大ごみ処理
券」を購入してください。

粗大ごみの出し方には戸別収集と、日曜日に直接持ち込む方法がありま
す。出し方を決めてから申し込んでください。処理手数料は日曜日に持
ち込む場合、戸別収集に比べて割安になります。
●電話
品川区粗大ごみ受付センター☎5715－1122
受付時間／月～土曜日午前8時～午後9時
※祝日も受け付けます。
※日曜日に直接持ち込む場合は、「直接持ち込む」と申し出てください。
●インターネット

https://www.tokyosodai.jp/shinagawa/
※区ホームページからもアクセスできます。
※24時間受け付けます。
※選択項目に品目がない場合は、電話で申し込んでください。

1 粗大ごみの申し込み 2 粗大ごみ処理券を買う 3 粗大ごみを出す

見本

見本

国民健康保険「限度額適用認定証」「限度額
適用・標準負担額減額認定証」の更新時期です

70
歳
未
満
の
方

適用
区分

所得要件：
旧ただし書所得＊1 自己負担限度額 食事負担額

1食あたり

ア 901万円超 252,600円＋医療費総額が842,000円を超えた
場合に超えた額の1％ ＜140,100円＊2＞

260円イ 600～901万円以下 167,400円＋医療費総額が558,000円を超えた場合に超えた額の1％ ＜93,000円＊2＞

ウ 210～600万円以下 80,100円＋医療費総額が267,000円を超えた場合に超えた額の1％ ＜44,400円＊2＞
エ 210万円以下 57,600円 ＜44,400円＊2＞

オ 住民税非課税世帯 35,400円 ＜24,600円＊2＞ 210円
（160円＊3）

70
歳
以
上
の
方

所得区分 外来
（個人ごと）

自己負担限度額
外来＋入院（世帯ごと）

食事負担額
1食あたり

現役並み所得者 44,400円

80,100円＋医療費総額
が267,000円を超えた
場合に超えた額の1％
＜44,400円＊2＞

260円

一般 12,000円 44,400円

住民税
非課税世帯

低所得
Ⅱ 8,000円

24,600円 210円
（160円＊3）

低所得
Ⅰ 15,000円 100円

＊1　旧ただし書所得とは、前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額33万円を差し引いた額です。
＊2　過去12カ月の間に4回以上高額療養費の支給があった場合の限度額です。
＊3　適用区分「オ」、所得区分「低所得Ⅱ」の方は申請日から数えて過去1年間の入院日数が91日以上となった場合､ 食事負担額が減額されます。入院日数が確認でき

る領収証などを持参し再申請してください。減額の適用開始は、再申請日以降となります。

問い合わせ／国保医療年金課給付係（本庁舎4階☎5742－6677）

マイナンバー（個人番号）は27年
10月に通知される12桁の番号です。
この制度は、「公平・公正な社会の実
現」、「国民の利便性の向上」、「行政の
効率化」を図るものです。

マイナンバー（社会保障・税番号）制度について

問い合わせ／情報推進課番号制度担当☎5742－6619、戸籍住民課個人番号カード担当☎5742－6658

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
0570－20－0178

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）
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）

　「限度額適用認定証」、「限度額
適用・標準負担額減額認定証」
の交付を受け、医療機関の窓口
に提示すると窓口での支払いが、
自己負担限度額までになります。
　有効期限は、申請した月の1日
から翌7月31日です。

●70歳以上の非課税世帯の方
今年度より、7月31日までの認定証をお
持ちの方には、8月からの認定証を郵送
します。

●70歳以上の課税世帯の方
「高齢受給者証」が「限度額適用認定証」
の役割を果たします。

認定証の
有効期限は
7月31日
です

更新開始日 7月13日㈪
手続きに必要なもの／国民健康保険証、今までの認定証
※更新するには、国民健康保険料を滞納していない・世
帯全員が住民税の申告をしていることが必要です。

●70歳未満の方で8月以降も利用する場合、
　窓口での申請が必要です
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7月中旬に「保険料額決定通知書」を送ります（保険料は、26年中の
所得をもとに「東京都後期高齢者医療広域連合」が決定しています）。
○東京都における均一保険料（年額）100円未満切り捨て

対象／次のいずれかにあてはまる方
①所得が一定の基準以下の方（基準についてはお問い合わせください）
②後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険（国民健
康保険・国民健康保険組合は除く）の被扶養者であった方

後期高齢者医療制度に加入している方へ
問い合わせ・申し込み／国保医療年金課高齢者医療係（本庁舎4階☎5742－6937、6736）

①口座振替
現在、口座振替で保険料を納付の方は、引き続き口座振替となります。
②特別徴収（年金から差し引き）
公的年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として年金から差し
引きます。新たに加入した方（75歳になった方）や、他の区市町村か
ら転入した方は、一定期間は納付書での納付（普通徴収）となり、その後、
年金から差し引きます。
③普通徴収（納付書での納付）
公的年金の受給額が年額18万円未満の方か、介護保険料と後期高齢者
医療保険料の合計額が、介護保険料が差し引かれている年金の受給額
の2分の1を超える方は「納付書」で納付します。
※②③の方で、口座振替を希望する方は手続きが必要です。
詳しくは「保険料額決定通知書」に同封の「後期高齢者医療制度の保
険料について」をご覧ください。

27年度の保険料が決まりました

保険料の軽減について

保険料の納付方法

東京都の
保険料

（限度額57万円）

均等割額
被保険者
1人当たり
42,200円

所得割額
賦課のもととなる
所得金額＊
×8.98％

＝ ＋

＊前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合
計から基礎控除額33万円を控除した額です（ただし、雑損失の繰越控除額は控
除しません）。

8月から医療機関での一部負担金の割合が変わる方へ
新しい保険証を簡易書留で送りました。負担割合の判定のしかたは以下のとおりです。
○1次判定（課税所得による判定）
負担割合3割 ＝27年度の住民税の課税所得（26年1～12月の収入が対象）
が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者と、同じ世帯の被保険者
負担割合1割 ＝3割負担以外の被保険者

○2次判定（収入額の合計額による判定）
1次判定では3割負担となるが、次のいずれかにあてはまる方は申請する
と1割負担に変更できます。対象となる方には申請書を送りました。
1世帯に被保険者が複数で、収入合計額が520万円未満
2世帯に被保険者が1人で、収入合計額が383万円未満
3世帯に被保険者が1人で、収入合計額が383万円以上でも、同じ世帯に
70～74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満

後期高齢者医療「限度額適用・標準
負担額減額認定証」
この認定証を医療機関に提示すると、保険適用の医療費の
自己負担額が限度額までとなり、入院時は食事代も減額さ
れます。申請月の1日から有効となるので、入院する月のう
ちに申請してください。
対象／世帯全員が住民税非課税の方
申請に必要なもの／①後期高齢者医療被保険者証
②認め印　
③本人確認ができるもの（即時交付を希望の方のみ）　
※有効期限が27年7月31日の認定証を持ち、8月からも資格が
ある方には、新しい認定証を7月下旬に送ります（申請不要）。

贈ってうれしい！もらってうれしい！おみやげにぴったり！しながわのおみやげに
ふさわしい商品をご応募ください。
募集期間／8月25日㈫まで

募集内容 応募資格

①  食品部門 区内で商品の製造または販売を行っている法人・団体（サー
クル）・個人　※既存の品物の応募も可　※他薦も可②  非食品部門

③  アイディア部門 どなたでも応募できます

審査方法／一次＝書類審査　二次＝実物審査
入賞特典／①②の最優秀品出品者＝賞金各5万円、③の入賞者＝区内共通商品券1万円分
※入賞品については、区と観光協会がＰＲ・販売促進活動を行います。
※他薦の場合は推薦者に区内共通商品券千円分を差し上げます（抽選）。
応募方法／申込先で配布する応募用紙を郵送かFAX、持参（観光協会はEメールも可）
※応募用紙は www.sinakan.jp/からダウンロードもできます。
※応募用紙は返却しませんので必ず控え（コピー）をお取りください。
申込先／しながわ観光協会（〠140－0014大井1－14－1☎5743－7642Fax5743－
7643 info@shinakan.skr.jp 火～日曜日午前10時～午後5時）
文化観光課観光担当（〠140－8715第二庁舎6階☎5742－6913Fax5742－6893）

しながわみやげコンペティション2015

早川いくをさんの著書
「へんないきもの」シリーズより。

日7月15日㈬～9月6日㈰
開館時間／午前10時～午後5時（入館は閉館
30分前まで）　※8月は午後6時まで延長。
休館日／火曜日　※7月18日㈯～8月31日㈪は休まず営業。
￥1,350円（800円）、小・中学生600円（400円）、
4歳～就学前300円（200円）、65歳以上1,200円（700円）
※区内在住・在勤・在学の方は、住所など（65歳以上の方は年齢も）が
確認できるものを各自提示すると（　）の金額になります。
〇イルカショーが、7月18日㈯からバージョンアップ !! さらに迫力ある
ショーを披露します。
○トンネル水槽の中がのぞけて秘かに人気のカメら君が7月18日㈯リ
ニューアルスタート!! 鮮明な画像をお楽しみください。

場問しながわ水族館（勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433
www.aquarium.gr.jp/）

しながわ水族館 早川いくを×

国民健康保険に加入している70～74歳の方（後期高齢者医療制
度の被保険者を除く）に送付します。自己負担割合は27年度の
住民税課税所得（課税標準額）をもとに判定します。
◎課税所得が145万円以上の方と同一世帯の70～74歳の方＝3割
◎課税所得が145万円未満の方＝2割（生年月日が昭和19年4月1
日以前の方は特例措置により1割）
◎27年2月以降新たに該当の方で、世帯の該当者に係る旧ただし
書所得（総所得金額等－33万円）の合計額が210万円以下＝2割

「フクラガエル」
「フリソデエビ」
「オオグソクムシ」
など、へんないきものが

勢ぞろい！！

国民健康保険高齢受給者証を郵送します

問国保医療年金課資格係（本庁舎4階☎5742－6676）

●所得により3割負担となる方でも、次のいずれかにあてはまる方は、申請により負担割
合を2割（生年月日が昭和19年4月1日以前の方は1割）に変更することができます
①世帯の中で国民健康保険に加入している70歳以上の方が1人で、総収入（必要経費等控除され
る前の金額）が383万円未満
②70歳以上の方が2人以上（後期高齢者医療制度加入者を含む）で、総収入の合計が520万円未満
必要書類／確定申告書の写しか公的年金や給与などの源泉徴収票など
※国民健康保険に加入している70歳以上の方、後期高齢者医療制度に加入している方全員分が必
要。
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「自主的防犯活動団体」の支援
地域における犯罪の発生を未然に防止す
るために、自主的に防犯パトロール活動
を実施する団体を支援します。現在、16
団体が支援を受けて活動しています。
対象団体／半数以上が区民で構成される
10人以上の団体
対象活動／定期的（月3回程度）で継続
的な防犯パトロール
支援内容／パトロールに必要な防犯グッ
ズなどの購入費（設立時に10万円、3年
ごとに5万円）
※詳しくはお問い合わせください。
問地域活動課☎5742－6592

医療・介護連携型サービス付き高齢者
向け住宅c

カ ル ナ

arna五反田補欠登録者募集
所在地／西五反田3－10－9
募集人数／単身者用10人程度
家賃／月95,000～130,000円（生活支
援サービス費41,000円・共益費20,000
円・光熱費別）
※所得により家賃補助あり（上限40,000
円）。
申込資格／申込日現在、区内に2年以上居
住している60歳以上のひとり暮らしで月
額収入が487,000円以下の方
※詳しくは、「補欠登録者募集のご案内」
をご覧ください。
申込書配布場所／ carna五反田1階事務
所、高齢者地域支援課（本庁舎3階）、在
宅介護支援センター、地域センター
申7月21日㈫～31日㈮に、carna五反田1
階事務所へ（26日㈰を除く）
※公開抽選会は8月7日㈮午後2時。
問高齢者地域支援課☎5742－6735
carna五反田☎5496－0671

高年齢者向け「出張登録相談会」
日7月24日㈮午前10時～午後3時
人おおむね55歳以上で求職中の方
場参当日、大崎第一区民集会所（西五反
田3－6－3）へ
※登録を希望する方は履歴書（写真貼付）
をお持ちください。　※シルバー人材セ
ンターの入会相談も行います。
問サポしながわ☎5498－6357

海外へ行く国民健康保険に加入して
いる方へ
旅行などで海外滞在中に病気やけがをし、
病院などで治療を受けた場合は、日本国
内で健康保険が適用される範囲内で国民
健康保険の給付が受けられます。
●治療目的の渡航や、次のような医療は
対象となりません
○人工授精などの不妊治療や臓器移植
○性転換手術、美容整形
※そのほか保険のきかない診療、入院時
の差額ベッド代など。
●申請は書類をそろえ帰国後に行ってください
手続きに必要なもの／①診療内容明細書
（現地の医療機関で記入）②領収明細書
（現地の医療機関で記入）③領収書原本
④国民健康保険被保険者証（保険証）⑤
世帯主の印鑑（スタンプ印不可）⑥世帯
主の銀行口座のわかるもの⑦パスポート
（出入国確認のため）
※①②の様式は国保医療年金課にあるので、
海外へ行く前に取り寄せてください（区ホー
ムページからダウンロードも可）。①～③が外
国語の場合は、翻訳者の住所・氏名を記載し
た翻訳文が必要です。　※医療制度の違いや
通貨換算規定によりお支払いの費用が補償さ
れない場合がありますのでご了承ください。
問国保医療年金課給付係
（本庁舎4階☎5742－6677）

サービス付き高齢者向け住宅（民間
型特定）2人用住宅の入居者募集
募集住宅／ケアホーム西大井こうほうえ
ん（西大井2－5－21）
募集戸数／1戸：2ＤＫ（約37㎡）
家賃／月100,000円（基本サービス費
30,000円・共益費30,900円など別）
※所得により家賃補助あり（上限25,600
円）。
申込資格／本人と同居者が①60歳以上、
②区内に6カ月以上居住、③ともに要介護
か要支援認定を受けているなど　
※申込資格・方法など、詳しくはこうほ
うえんまでお問い合わせください。
問ケアホーム西大井こうほうえん
☎5718－1331
高齢者地域支援課高齢者住宅担当
☎5742－6735

目黒清掃工場建替事業に係る環境影響
評価書案縦覧と意見書の提出について
●評価書案の縦覧・閲覧
日7月15日㈬～8月13日㈭
場環境課（本庁舎6階）、大崎第一地域セ
ンター（西五反田3－6－3）、品川図書館
（北品川2－32－3）、東京都環境政策課
（都庁第二本庁舎8階）
●意見書の提出
評価書案について意見のある方は、意見
書を提出することができます。
提出方法／7月15日㈬～8月28日㈮（消
印有効）に、事業名、住所、氏名、意見
を東京都環境局環境政策課（〠163－
8001☎5388－3406）へ郵送か持参
〇住民説明会が目黒区内で開催されます。
開催日程・会場など詳しくは東京二十三
区清掃一部事務組合計画推進課☎6238
－0912へお問い合わせください。
問環境課☎5742－6751

ピアカウンセリング～一人で悩まず
一緒に考えましょう
障害のある方同士で、話し合いや情報交
換を行いませんか。
日①7月15日㈬、8月6日㈭、9月3日㈭・
16日㈬午後1時30分～4時
②10月1日㈭・21日㈬午後1時30分～4時
場①心身障害者福祉会館（旗の台5－2－2）
②品川総合福祉センター（八潮5－1－1）
人区内在住で障害がある方と家族
申2日前までに、電話かFAXに「ピアカウ
ンセリング」とし、希望日、住所、氏名、
年齢、連絡先、障害の程度を障害者生活
支援センター（☎5750－4995Fax3782－
3830）へ

住宅のエコ・バリアフリー改修工事
費用の一部を助成します
対象／次の全てにあてはまる工事
①着工前である
②区内業者に発注して行う既存住宅の改修
③他の助成制度などを利用していない
④次のいずれかの工事を含み、全体工事
金額が10万円以上
●エコ改修（LED照明器具設置、遮熱性
塗装、日射調整フィルム設置など）
●バリアフリー改修（手すり設置、段差
解消、トイレや浴室の改修など）
●その他の工事（外壁耐火パネルの設置、
防犯ガラス・扉などの設置など）
助成額／工事金額の10％（上限20万円。
賃貸住宅個人オーナー、管理組合が申込
者の場合は上限100万円）
※申込者の主な要件など詳しくは、同課で
配布する募集案内をご覧ください。区ホー
ムページからダウンロードもできます。
申着工前に工事着手届と必要書類を都市
計画課住宅運営担当（本庁舎6階☎5742
－6777）へ持参

　●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
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　学校プール夏季一般開放（無料）

開放校／台場・芳水・第四日野・第二延山・源氏前・鈴ケ森・
鮫浜小学校、冨士見台中学校
日7月18日㈯～8月9日㈰の土・日曜日、祝日（9日間）
※7月19日㈰の台場小学校を除く。
時間／土曜日：午後1時30分～3時30分
日曜日・祝日：午前10時～正午、午後1時30分～3時30分
人満4歳以上の方　※小学3年生以下は、15歳以上の保護者に
よるプール内への付き添いが必要です（1人につき2人まで）。
参水泳帽・水着を持って会場へ
※学校事業などにより開放が中止になる場合があります。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　第65回品川区民スポーツ大会（秋季）　サッカー大会
日9月13日㈰～12月20日㈰の日曜日、祝日
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）他
人中学生の部、一般の部（高校生含む）41チーム（抽選）
※中学生の部16チームを優先。
※春季大会一般の部出場チームの選手を除く。
￥1チーム3,000円、中学生1,500円
申8月7日㈮（必着）までに、往復はがきに「サッカー」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8月21日㈮午後6時30分から総合体育館。

　第65回品川区民スポーツ大会（秋季）　ソフトテニス
申8月21日㈮までに費用を持ってスポーツ協会へ（7月21日
㈫・8月17日㈪を除く）
日程 会場 費用 内容

9/13
㈰

有明テニスの森
（江東区有明2－2）

1ペア  800円
高校生ペア

500円

〇高校男子・女子〇一般
男子・女子〇壮年男子・
女子（45歳以上）

※予備日は9月27日㈰しながわ区民公園（勝島3－2）。
※中学生の部は11月を予定しています。

　総合体育館トレーニング室夏の特別プログラム週間
人16歳以上の方各20人（先着） 　￥1種目400円
場参当日、運動できる服装で、タオル・飲み物を持って総合
体育館へ
日程 時間 種目

7/16㈭
11:00～12:00 ヨーガ入門
19:00～20:00 やさしいピラティス
20:15～21:15 ボディコンバット＊1

7/17㈮ 9:30～10:30 金曜朝の太極拳

7/18㈯ 9:25～10:25 バレエエクササイズ＆ストレッチ＊2
10:30～11:30 バレエ入門＊2

7/22㈬ 19:00～20:00 ボディバランス（姿勢調整）
20:15～21:15 ジャズダンス入門＊1

7/23㈭
11:00～12:00 ヨーガ入門
19:00～20:00 やさしいピラティス
20:15～21:15 ボディコンバット＊1

7/24㈮
9:30～10:30 金曜朝のやさしいヨーガ
19:00～20:00 はじめてのストリートダンス＊1
20:10～21:10 骨盤調整ヨーガ

7/25㈯ 9:25～10:25 バレエエクササイズ＆ストレッチ＊2
10:30～11:30 バレエ入門＊2

7/26㈰
9:30～10:30 メタボ対策！運動不足解消教室＊1
10:45～11:45 ボディパンプ（バーベルで筋トレ）＊1
15:45～16:45 日曜午後のかんたん筋トレ＊1

7/27㈪

13:00～14:00 ボディバランス（姿勢調整）
14:15～15:15 バレエ体操（マット＆バー）＊2
19:00～20:00 ヨーガ入門
20:10～21:10 骨盤調整ヨーガ

7/28㈫
11:00～12:00 代謝を上げて脂肪を落とす教室＊1
13:30～14:30 足の筋トレとやさしい腹筋＊1
20:15～21:15 ボディパンプ（バーベルで筋トレ）＊1

7/30㈭ 11:00～12:00 ヨーガ入門
19:00～20:00 やさしいピラティス

7/31㈮ 9:30～10:30 金曜朝の太極拳
＊1　上履き持参。
＊2　バレエシューズか汚れてもいい靴下持参。

レッツ スポーツ 品川区民芸術祭
2015

ナビゲーターに青島広志氏を迎え、楽し
いトークと吹奏楽の迫力ある演奏をお届
けします。第一部では公募区民奏者がプ
ロの楽団と「しながわ物語」を共演する
夢のステージがあります。
日10月25日㈰午後2時開演
場きゅりあん（大井町駅前）
出演／青島広志、船橋洋介（指揮）、東
京吹奏楽団、公募区民奏者
曲目／第一部：組曲「しながわ物語」よ
り『カッパの祭り』『鮫

さ め

に追われた若者
と観音様』『旅立ちのとき』他
第二部：「ラテンメドレー」「タイプライター」
「風と共に去りぬ」より『タラのテーマ』他
￥500円（全席指定）
発売開始／7月24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。
※3歳以上のお子さんから入場できます。
※託児はありません。
問チケットセンターＣＵＲＩＡ（キュリ
ア）☎5479－4140

ドリーム

ステージ 東京吹奏楽団   
in しながわ
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荏原文化センター・荏原図書館
開館のお知らせ
工事が終了し、8月1日㈯から開館します。
問同センター☎3785－1241
品川図書館☎3471－4667

講座・講演

品川区国際友好協会の教室
①日本語教室
日9月24日～12月3日の火・木曜日（全20回）
午前の部＝午前10時～正午
午後の部＝午後1時30分～3時30分
夜間の部＝午後6時30分～8時30分
クラス／パート１（初めて日本語を勉強す
る方）＝午前の部・午後の部・夜間の部
パート２（日本語を勉強したことがあり、
ひらがな・カタカナの読み書きができる方）
＝午後の部・夜間の部
パート３（基本的な日常会話ができる方）
＝午後の部・夜間の部
人区内在住か在勤の外国人の方各クラス
18人（先着）
￥各7,000円（テキスト代込）
託児／2歳～就学前のお子さん午前の部・
午後の部各5人（先着）
※1人5,000円。　※夜間は行いません。
②生け花教室
日9月18日～12月4日の金曜日
午後1時30分～3時30分（全12回）
人区内在住か在勤の外国人12人・日本人8人（抽選）
￥16,000円
――――――――　共　通　――――――――
場申②は8月13日㈭（必着）までに、はが
きかFAX、ホームページ申込フォームで、
教室名（①はクラスと部も）、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、在勤者
は勤務先の名称・所在地・電話番号、外国
人の方は国籍を同協会（〠140－0005広
町2－1－36品川区役所第三庁舎4階☎
5742－6517Fax5742－6518 www.
sifa.or.jp/）へ　※申し込みは1人1通。

ひとり親家庭のためのパソコン教室（第3期）
日8月15日㈯・22日㈯・29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）　
内ワード・エクセル・パワーポイントの基本
人区内在住か在勤で、全回出席できるひと
り親家庭の親20人（抽選）
申7月30日㈭までに、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・性別を電話かFAX、Eメールで品川
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☎5742－6589　

「しながわ学びの杜」パソコン講座
各講座とも、1日で完結するコースです。
1ワード2010で作る小冊子
日①8月25日㈫、②28日㈮
2エクセル2010で作る年間カレンダー
日③8月31日㈪、④9月4日㈮
――――――――　共　通　――――――――
時間／午前10時～午後4時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人ローマ字入力ができる16歳以上の方各
20人（抽選）　※12両方受講可。
￥各2,000円
申7月31日㈮（必着）までに、往復はがき（1
講座1枚）に「パソコン講座1か2」とし、
希望日、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号をコムワーク（〠141－
0032大崎2－4－6アイアカデミー内）へ
問文化観光課生涯学習係

産業技術高等専門学校オープンカレッジ
①作って、飛ばして、考える「竹トンボ」
日8月21日㈮午前9時～午後3時
人小学生以上の方20人（抽選）　※小学生
保護者同伴。　※小中学校教員見学可（要連絡）。
￥1,900円
②電動工具の正しい使い方（全2回）
日8月22日㈯・23日㈰午前9時～午後4時
人10人（抽選）　￥8,600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1－10－40Fax3471－
6338 offi  ce@s.metro-cit.ac.jp）へ
問文化観光課生涯学習係

産業技術大学院大学連携講座「生体認証
で安全安心な社会を構築できるか」　電子

日8月29日㈯午後1時30分～3時　
※交流会（参加費200円）は午後3時～4時。
場同大学（東大井1－10－40）
講師／瀬戸洋一（同大学教授）
人16歳以上の方80人（抽選）
申8月5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、交流会参加の有無を文
化観光課生涯学習係へ

「自主グループ講師派遣制度」利用
団体を追加募集します
人27年3月31日までに社会教育関係団体
に登録した団体20団体（選考）
助成額／9月1日㈫～28年2月29日㈪に実
施する学習会・講習会の講師謝礼の一部
（1団体あたり年間10,000円）
申請書配布場所／文化観光課文化振興係
申7月31日㈮までに、申請書を文化観光課
文化振興係へ持参

発達障害・思春期サポート事業
啓発講演会
日8月29日㈯午後1時30分～3時30分
場関ヶ原シルバーセンター（東大井6－11－11）
内「どうする？学校選び　発達障害の子ど
もをもつ保護者の選択」
講師／熊谷恵美（臨床心理士）
人40人（先着）　
￥500円（資料代）
申8月27日（木）（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☎5742－6389

催　し

品川清掃工場見学会
日7月25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7月23日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

月と土星を星のソムリエ®と見よう！
日7月25日㈯午後7時30分～9時
場しながわ中央公園（区役所前）
※雨天曇天中止。
人100人程度　
※小学生以下は保護者同伴。
問しながわ中央公園☎5740－5037（当
日の開催）、公園課☎5742－6789

認知症カフェ
「オレンジカフェしなふく」
日7月18日㈯午前10時～午後2時30分
※ミニ講座、午前の部：「認知症の症状
がある人の気持ち」、午後の部：「生活習
慣病について」もあります。
場問品川総合福祉センター
（八潮5－1－1☎3790－4839）

品川＆山北ふれあい交流
洒水（しゃ

すい）の滝まつり
日7月26日㈰午前9時45分～午後3時30分頃
場神奈川県山北町「洒水の滝」
交通／「山北駅」徒歩35分
内洒水太鼓奉納、滝開き、水行、お水取り、
奉納舞踊、太鼓競演（品川区より「八潮
太鼓之会」が出演）、洒水の火祭り　他
問山北町観光協会☎0465－75－2717
地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

品川＆早川ふるさと交流
●美里市民農園モニターツアー
遊休農地を活用した食と農のプログラム
を体験し、農園の計画づくりを行います。
日①8月7日㈮～9日㈰
②9月19日㈯～21日㈷
③10月24日㈯～25日㈰
④11月7日㈯～8日㈰
（1回1泊2日か2泊3日・全4回、往復バス、
食事は実費）
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15人（全回参加で
きる方を優先し抽選）　
※在勤の方は区内で勤務している証明が
必要です。
申8月1日㈯までに、電話でヘルシー美里
☎0556－48－2621へ
●大人の川遊びツアー
日8月29日㈯～30日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の20歳以上の方
￥12,250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
●稲刈り体験と餅つき
日9月12日㈯～13日㈰
（区役所午前7時30分集合・午後5時30分
解散、1泊2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41人（田植え参加
者を優先し抽選）
※小学生以下は親子で参加。
￥12,000円、小学生以下8,000円（交通
費・宿泊費込）
申7月31日㈮（必着）までに、往復はが
きかFAXに「稲刈り体験」とし、参加者
全員の住所・氏名・性別・年齢（学年）、
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
――――――――　共　通　――――――――
問地域活動課☎5742－6856

第229回日曜コンサート
日7月19日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／タレガ作曲「アルハンブラ宮殿の
思い出」他
場・観覧方法・問当日、中小企業センター
3階レクホール（西品川1－28－3☎3787
－3041）へ

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（7月1日現在）259,511,080円
7月1日現在、259,163,520円を岩手県宮古市（120,500,000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

65歳以上の方（第1号被保険者）の27年度介護保険料が確定しました65歳以上の方（第1号被保険者）の27年度介護保険料が確定しました
　7月中旬に納入通知書を発送します。介護保険料は、第1号被保険者とその世帯の
27年度区民税をもとに決定し、一人ひとり個別に納めていただきます。年金受給月
ごとに納付（年金からの天引き、年6回）する特別徴収と、納付書・口座振替（自動
払込）で納付する普通徴収があります（特別徴収が原則で、選択制ではありません）。
　普通徴収の方は、納付期限までにお支払いください。介護保険料の納付が滞ると、
未納の期間に応じて介護保険の給付に制限が加わり不利益となる場合があります。
※保険料段階が第3・4段階で一定の要件を満たしている方には保険料が減額される
制度があります（特例減額）。詳しくは、通知書に同封されているちらしをご覧くだ
さい。
〇27年度は、介護保険制度第六期事業計画の初年度となります。介護保険料の基準
額を新たに月額5,300円として、保険料段階を14段階に細分化し、所得などの条件
に細かく対応した保険料となるようにしています。
問高齢者福祉課介護保険料係☎5742－6681

生活にお困りのときは、ひとりで悩まず
に、暮らし・しごと応援センターにお気
軽にご相談ください。生活上の不安や
困っていることを一緒に考え、一人ひと
りの状況に応じた相談・支援を行います。

人区内在住の方（生活保護受給中の方
は対象外）
場問暮らし・しごと応援センター
（第二庁舎3階☎5742－9117）

暮らし・しごと応援センター
生活にお困りのときはご相談ください



● いま、品川区では。
● 第六期品川区介護保険事業計画
● 介護保険制度の運営状況

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。

5月15日㈮、大崎駅西口前の公道で「改正道路交通法」
施行に先立ち、スタントマンによる自転車安全教室を
実施。交通ルールを遵

じゅんしゅ

守することの大切さを体感して
もらい、ルールや新制度についての啓発を行いました。

大崎駅前で
自転車安全教室

5月24日㈰、しながわ中央公園で「しながわECOフェス
ティバル2015」を開催。岩手県からの雪を活用した特
設会場“雪の遊び場”も登場した本年は、好天に恵まれ、
約3万人もの来場者で大盛況でした。

初夏のイベント「しながわ
E

エ コ

COフェスティバル2015」

5月23日㈯、西大井広場公園で区と三消防署、三消防団
による合同水防訓練を実施。訓練は、台風や集中豪雨
などが多発する時期を前に、被害の軽減と水防部隊の
活動技術の向上を図ることを目的としています。

区、区内三消防署・消防
団による合同水防訓練

5月22日㈮、品川産業支援交流施設（SHIP）でオープ
ニングセレモニーが開催され、関係者約140人が出席
しました。この施設は、異分野の企業が連携し、交流・
情報交換ができる拠点として活用していきます。

「S
シ ッ プ

HIP」のオープニング
セレモニーを開催

5月15日㈮・16日㈯、ゲストハウス品川宿（北品川1）
で地域ボランティア「しながわ役立ち隊」と区職員が、
外国の宿泊者の方たちを招き、持ち寄り食事会を開催。
日本に対する興味などについて、会話を楽しみました。

青少年ボランティアガイド
おもてなし実践がスタート

5月16日㈯、品川歴史館で開館30周年を記念し、記念
講演会「茶室の見方・楽しみ方」を開催しました。参
加した約60人は、建築面から見た茶室の変遷や、広さ
や入り口、床の間の話に熱心に聞き入っていました。

品川歴史館開館
30周年記念講演会

6月3日㈬、ワタナベボクシングジム（西五反田2）の内
山高志選手、田口良一選手の2世界王者が、濱野区長に
防衛成功を報告。内山選手は防衛10回、王座在位国内ジ
ム所属1位、日本人初のスーパー王者に認定されています。

世界チャンピオン世界チャンピオン
2人が区長訪問2人が区長訪問

5月13日㈬、きゅりあんで「講演と映画のつどい」が開
催され、1,000人を超える方が参加。ロバート キャン
ベルさんが“安心”というキーワードで講演し、その
後映画「HOME 愛しの座敷わらし」が上映されました。

憲法週間記念
「講演と映画のつどい」

消費者月間特別講演会

5月22日㈮、区役所講堂で「消費者月間
特別講演会」を開催。菊地幸夫弁護士
が講師を務め、実際の事例紹介を交え
て「身近な消費者問題の対処法」と題
した講演を行いました。

平和の花「カンナ」を植樹

5月24日㈰、大井町駅西口前の広場で「し
ながわ平和の花壇」植樹式を実施。原
爆投下から1カ月後、広島の焦土に咲い
たカンナの花70株を「平和の誓い」像
の周囲に植樹しました。

日野学園が開校10周年

5月16日㈯、全国初の施設一体型小中
一貫校である日野学園で開校10周年の
記念式典が盛大に開催されました。式
典には1～9年生の約1,000人が参加し、
地域の方と一緒に祝いました。

学校で苗植え体験

5月16日㈯・18日㈪、台場小学校と品
川学園で江戸野菜「居留木橋（居木橋）
カボチャ」の苗植え体験を実施。子ど
もたちが協力して植えたカボチャは9月
頃に収穫の予定です。

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。


