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　古来、光り輝く美しい様
さま

を現わす言葉
であった「煌

きら

めく」。天空にきらめく無
数の星、ウオーターフロントの夜景、そ
れぞれの思いをのせてきらめく灯

あか

り、歓
声の中のきらめき…。
　区内の「きらめく」を探してみました。

　古
であ
数のし

がな

N0.6

きき
らら
くく
めめ

　区内で夜空いっぱいの星空を実感することはできませんが、プラネタリウムなら星座や星の動
きを体感できます。
　五反田文化センターのプラネタリウムでは、土・日曜日、祝日の「一般投影」のほか、天体望
遠鏡で月や土星などの天体を観測する「天体観望会」、天体写真家の林完次さんによる「特別投
影会」、大人向けの「ヒーリング・プラネタリウム」や「星空と音楽の夕べ」など、テーマを設
けた投影会や観望会を実施しています。また、8月15日㈯からは夏休み特別企画もあります。
　肉眼では見ることができなくても、私たちの頭上では星たちが巡

めぐ

っている。それを知るだけで
も、心が豊かになるようです。

　大井競馬場では3月から12月の間、トゥインクルレースとしてナイター競馬
が行われています。イルミネーションも美しく、今年は「journ ey-illuminat ion
～光の世界を旅する～」と題した光の演出を見ることができます。

　ホテルなどの宿泊施設、レストラン、劇場
や水辺のウッドデッキの散歩道などがある東
京を代表するウオーターフロント。港区側と
をつなぐ人道橋・天王洲ふれあい橋はライト
アップされ、夜景に彩りをそえます。

　今年も8月22日㈯に、手作り行灯フェ
アーが開催されます。点灯は午後6時30分。
しながわ中央公園に約800張りの行灯が並
べられ、夏の夜を幻想的な光で包みます。
雨天の場合は8月29日㈯に行われます。
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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
　ジュニアスポーツ教室 　親子ネイチャープロジェクト　第2弾

　少年少女武道教室　

ドラム缶風呂やかんな削りの体験、野外料理など親子で
アウトドアを楽しみませんか。
日9月6日㈰午前10時～午後2時　※現地集合・解散。
場みなとが丘ふ頭公園品川区キャンプ場（八潮3－1）
人区内在住の小学生と保護者20組（抽選）
￥1人1,000円（保険料・昼食代・材料費込）
申8月13日㈭（必着）までに、往復はがきに「ネイチャー」
とし、住所、氏名、お子さんの氏名・学年、電話番号を
子ども育成課庶務係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6720）へ

教室名 対象（抽選） 日時 会場 費用（保険料込）

空手道 小・中学生
10人

9月1日～12月15日の火曜日　※9月22日、11月3日を除く
午後6時30分～7時30分（全14回） 総合体育館

3,600円

剣道 小・中学生
若干名

9月2日～12月16日の水曜日　※9月23日を除く
午後4時～6時（全15回） 3,800円

9月3日～12月17日の木曜日
午後5時～7時（全16回） 戸越体育館 4,000円

柔道 小・中学生
各10人

9月3日～12月17日の木曜日　※9月24日を除く
午後6時30分～7時30分（全15回） 総合体育館

各3,800円9月2日～12月16日の水曜日　※9月23日を除く
午後6時30分～7時30分（全15回） 戸越体育館

申8月17日㈪（必着）までに、往復はがきかFAXで教室名、住所、氏名、電話番号、学年を各会場へ
※通年の教室で継続可能。

●ジュニアバドミントン教室
日9月9日～28年2月24日の第2・4水曜日
午後4時～6時（全10回） 
※9月23日、12月23日を除く。
場総合体育館
人小学生～高校生30人（現在の受講生を優先し抽選）
￥5,000円（保険料込）
●ジュニア卓球教室
日9月12日～28年2月27日の第2・
4土曜日
午後3時～5時30分（全12回）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
※9月12日は総合体育館。
人小・中学生30人（現在の受講生を優先し抽選）
￥6,000円（保険料込）
●ジュニアソフトテニス教室
日9月14日～28年2月22日の第2・4
月曜日午後6時～8時（全11回）　
※1月11日を除く。　
場総合体育館
人小・中学生20人（現在の受講生を優
先し抽選）  
￥5,500円（保険料込）
──────────共　　通──────────
申8月17日㈪（消印有効）までに、往復はがきで教室
名（種目）、住所、氏名（ふりがな）、年齢､ 電話番号、
学校名、学年、スポーツ歴をスポーツ協会へ

　第3回しながわエコ・クッキング選手権
　「しながわ鍋～僕・私は我が家の鍋奉行」

決勝大会開催日／28年2月11日㈷　
※書類選考通過者は決勝で調理をします。
場東京ガスキッチンランド川崎（川崎市川崎区）
人小学生と保護者2人1組　※飲食店関係者を除く。
応募条件／①品川ゆかりの食材を1つ以上使用
②区内商店街で食材を購入
③エコ・クッキングで作った鍋料理
④材料費は4人分1,500円以内、調理時間は1時間以内
申11月30日㈪（必着）までに、品川区商店街連合会
か環境課（本庁舎6階）で配布する応募用紙とレシピ、
完成写真を同会（〠141－0033西品川1－28－3）へ
郵送　※応募用紙は shoren＠shinagawa.or.jp/か
らダウンロードもできます。
問品川区商店街連合会☎5498－5931
環境課☎5742－6755

　産業技術高等専門学校オープンカレッジ
　「中学生のための小論文講座」

日8月29日㈯・30日㈰、9月12日㈯・13日㈰
午後1時30分～5時30分（全4回）
人中学2・3年生30人（抽選）
￥1,300円
場申8月13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☎5742－6837

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 　品川区シルバー成年式

　わくわくクッキング参加者募集

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22回） 会場 対象

いきいき
コース

10/14～
28年3/23
の水曜日

14:00 ～15:30

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）
※11月25日㈬は八潮地域
センター（八潮5－10－27）

次の全てにあてはまる方各16
人（抽選）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④9月16日㈬午前
10時（こみゅにてぃぷらざ八
潮）、18日㈮午前10時（りん
し21）に行う事業説明会のい
ずれかに必ず出席できる

10/2～
28年3/4
の金曜日

14:00 ～15:30

りんし21
（小山台1－4－1）

内マット運動、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　※筋力
トレーニングマシンは使用しません。
￥各4,400円
申8月14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　
人いきいきコース各会場でのト
レーニングの補助・会場の準
備などをしてくれる方若干名
時間／午後1時30分～4時　
謝礼／１回2,000円
申電話で、コナミスポーツ＆ラ
イフへ

日9月12日㈯午後1時～4時  人昭和20年4月2日～21年4月1日生まれの方
場参送付される案内状を持ってきゅりあん（大井町駅前）へ
※8月20日㈭までに案内状が届かない方は、ご連絡ください。
問高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

調理実習を行い、健康的な食生活について学びます。

教室名 日時（全10回） 会場 費用 申込
締切日 申込先

①大井
　教室

9/10～11/12
の木曜日

10:00 ～13:00

東大井地域密着型
多機能ホーム
（東大井5－8－12） 各

2,000円
（材料
費別）

8/26
㈬

みんなの食育
☎6674－1803

（10:00～17:00火曜定休）

②八潮
　教室

9/8～11/24
の火曜日

10:00 ～12:30

八潮地域センター
（八潮5－10－27）

8/25
㈫

品川栄養士会
☎070－6657－6875
（月～金曜日
9:00 ～17:00）

人区内在住で、会場への往復ができるおおむね65歳以上の方
①10人②16人（抽選）
申締切日までに、本人が電話で各申込先へ
問高齢者地域支援課☎5742－6733

シニアクラブ

問高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

28年4月から
区立幼稚園保育料が変わります
27年4月に施行された子ども・子育て支援新制度
において、これまで一律だった幼稚園保育料につ
いて、所得に応じた応能負担となりました。28年
4月から下記のとおり保育料を改定します。
〈保育料の改定内容〉
・世帯の所得に応じた応能負担となります。
・入園料（2,000円）は廃止します。

所得階層 保育料
（月額）

生活保護世帯 0円
区民税非課税世帯 0円

区
民
税
所
得
割
額

77,100円以下の世帯 3,000円
77,101円～211,200円の世帯 8,400円
211,201円～232,500円の世帯 11,200円
232,501円～256,300円の世帯 14,200円
256,301円以上の世帯 16,000円

※多子世帯の減免があります。第二子は半額、第三子以
降は全額免除となります。
○28年度は経過措置として、27年度在園児は従来の額
（月額8,000円）のままとします。28年度新規入園児は、
従来の額と比較して保育料が上がる場合に、従来の額と
の差額を2分の1減額します。

問保育課入園相談係☎5742－6725
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8月の区議会
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
24日㈪午後1時
議会運営委員会／27日㈭午後1時
行財政改革特別委員会／25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／26日㈬午後1時　
※傍聴券は開会の1時間前から配付します。
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9月2日㈬・8日㈫午後1時～3時30分
14日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日9月24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　

成年後見制度説明会
日8月26日㈬午後2時～4時
人30人（先着）
場申電話で、品川成年後見センター（大井
1－14－1☎5718－7174）へ

「子育て自主グループ講習」
実施団体を募集します
乳幼児から思春期のお子さんの保護者対
象の子育て講座などを、区に代わって開
催するグループを募集します。
テーマ／乳幼児の成長と親のかかわり、
思春期の子との親子関係など
内10月15日㈭～28年3月15日㈫に原則
として1回の講座（学習会）を開催するグ
ループに委託料の支払い（上限25,000円）
対象／次にあてはまるグループ4団体（選考）
・5人以上で構成され、代表者と半数以上
が区内在住・在勤・在学である
・乳幼児～思春期の子どもの親が会員と
なって活動しているか子育て支援などの
活動をしている　など　
※委託候補団体への説明会は9月18日㈮。
※子育て自主グループ講習を連続3回、
受託した団体は申請できません。　
※詳しくは区ホームページをご覧いただく
かお問い合わせください。
申9月4日㈮（必着）までに、子ども育成課、
児童センター、図書館で配布する申請書
を同課（〠140－8715品川区役所第二庁
舎7階☎5742－6720）へ郵送か持参

防水板を設置して浸水に備えましょう
台風の大型化や突発的な集中豪雨が増加
しています。大雨による浸水被害を防ぐ
ために住宅・店舗・事務所などの出入り
口に防水板を設置しておくと安心です。
区では、防水板の設置費用の一部を助成
しています。
助成額／個人：設置費用の4分の3
法人：設置費用の2分の1　※品川区に住
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。
○事前申請となります。助成対象・要件
など詳しくはお問い合わせください。
問河川下水道課水辺の係☎5742－6794

障害者福祉手当を支給します
8月19日㈬頃、受給者の口座に振り込み
ます。振込通知は年1回、4月期に送付済
みです。
対象／次のいずれかにあてはまる方
身体障害者手帳1～3級、愛の手帳1～4
度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症、戦傷病
者手帳特別～第4項症、規則に定める特
殊疾病にり患している、精神の障害によ
り1級の障害基礎年金などを受給している
※児童育成手当（障害手当）に該当する・
障害者支援施設や特別養護老人ホームな
どの施設へ入所している・所得制限額（扶
養のない方で3,604,000円）を超えてい
る・申請時に65歳以上の方などは対象に
なりません。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707 Fax3775－2000）

都営住宅入居者の募集
募集住宅／単身者向け、シルバーピア、
家族向け（ポイント方式）、事業再建者向
け定期使用
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、サー
ビスコーナー
申8月3日㈪～11日㈫に配布する申込用紙
を、郵送で渋谷郵便局（ポイント方式と
事業再建者向けは東京都住宅供給公社募
集センター）に8月14日㈮までに届いた
ものに限り受け付け
●申込用紙休日配布窓口
日程 会場

8月8日㈯ 荏原文化センター（中延1－9－15）

8月9日㈰ 本庁舎3階ロビー

※時間は午前10時～午後4時。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6776

「東京都ひきこもりサポートネット訪
問相談」の申し込みを受け付けます
人次の全てにあてはまる方
①区内在住　②6カ月以上ひきこもり状
態が続いている　③ひきこもりの本人が
義務教育終了後からおおむね34歳以下
※詳しくは、東京都ひきこもりサポート
ネットホームページ www.hikikomori
-tokyo.jp/をご覧ください。
申電話か直接、子ども育成課庶務係（第
二庁舎7階☎5742－6692）へ

南品川シルバーセンター浴室設置
他工事と休館のお知らせ
工事期間／10月～28年3月末
休館期間／10月1日㈭～31日㈯　※入浴
サービスは28年4月より開始予定です。
問高齢者地域支援課シルバーセンター係
☎5742－6946

アスベストの調査費用助成
対象／区内の住宅・事務所・作業所・店舗・
倉庫・駐車場などの所有者やマンション
の管理組合など
対象調査／アスベスト含有分析調査（吹
き付け・吹き付けロックウール）
助成額／調査費用の10分の10相当（上限1
棟25万円）  ※詳しくは区ホームページを
ご覧いただくかお問い合わせください。
問環境課指導調査係☎5742－6751

大井町駅周辺で無料無線LANを
提供しています
ケーブルを使わず電波でデータのやりと
りができる、手軽なインターネット接続
環 境 とし て 無 料 公 衆 無 線ＬＡＮ
「SHINAGAWA Free Wi－Fi」の提供を
開始しました。 ※詳しくは区ホームペー
ジをご覧ください。
問情報推進課☎5742－6621

お知らせ！

　母乳相談

日8月19日㈬午後2時15分～4時
内助産師による母乳の話、体ほぐしの体
操、グループワーク
人おおむね生後1・2カ月児の母親10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
8/12㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

8/17㈪
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。
参当日、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

　難病音楽療法と交流会

日8月24日㈪午後1時30分～3時30分
内声楽家による音楽療法
人難病患者と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

　むし歯撃退教室

日8月21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8月4日㈫から、電話で荏原保健セ
ンター☎3788－7015へ

歯の健康に自信のある方を募集します。
人①8020＝大正15年4月1日～昭和11
年3月31日生まれで自分の歯が20本以上
ある方
②9016＝大正15年3月31日以前生まれ
で自分の歯が16本以上ある方
申8月3日㈪～9月10日㈭に、歯科医院（品
川歯科医師会・荏原歯科医師会所属歯科
医院）で無料健診
※9月3日㈭＝大井保健センター、9月4
日㈮＝品川保健センター、9月10日㈭＝
荏原歯科医師会館（中延1－4－15）で
も無料健診（時間は午後1時～2時）。
問品川歯科医師会☎3492－2535
荏原歯科医師会☎3783－1878
健康課☎5742－6743
※達成者顕彰式（10月予定）は、健診を
受けた歯科医院へお問い合わせください。

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

キ
リ
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線

キリトリ線

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）

8月2日㈰
9日㈰
16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）

8月2日㈰

 大井町とうまクリニック 大　井 1 －16－ 2 ☎5718－4080
 仙田歯科医院 東大井 5 －14－20 ☎3472－2978
 広田歯科 戸　越 5 －11－ 6 ☎3784－4111
 みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450
 小山接骨院 戸　越 5 －10－ 7 ☎3782－7568

8月9日㈰

 佐川医院 南大井 4 － 8 －12 ☎3761－8580
 パ－クタウン歯科 八　潮 5 － 2 － 2 ☎3799－6888
 大木歯科医院 戸　越 5 －18－ 8 ☎5751－2418
 つじ接骨院 南品川 2 － 8 －13 ☎3471－0263
 綱井接骨院 小　山 6 － 2 － 9 ☎3781－9330

8月16日㈰

 浅野医院 大　井 6 －21－ 5 ☎3771－2692
 サトウ歯科医院 南大井 5 －23－ 8 ☎3763－4466
 北村歯科クリニック 旗の台 1 － 8 － 1 ☎3781－8090
 健康館なつ整骨院 東五反田 1 －19－ 2 ☎3444－3472
 須藤柔道整復院 中　延 5 － 8 －12 ☎3783－0526

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）
8月1日㈯
15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

8月8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
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●8月中旬に開いている診療所については、健康課庶務係☎5742－6744でも案内します。
※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

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。

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

　8
ハチマルニイマル

020 ・ 9
キュウマルイチロク

016達成者募集
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平和に関する本の展示・貸し出しを行います。本を
通して、平和の大切さについて考えてみませんか。
図書館 　テーマ
品　川 戦争を知る
二　葉 世代を超えて語り継ぐ平和
荏　原 平和への道のり
南大井 世界平和について考えよう
源氏前 ～笑顔になるために～
ゆたか 戦中、戦後の生活
大　井 戦後70年～資料で学ぶ戦争と平和～
五反田 終戦後70年目の夏～平和を考える～
大　崎 平和を考える
八　潮 忘れない、そして伝えたい

※品川図書館では映画上映会も行います。
問品川図書館☎3471－4667

サラブレッドのおよそ2倍、体重1トンの
「ばん馬」が、子どもたちとの綱引き対
決＊やふれあいイベント、デモ走行など
を行います。北海道十勝の物産展、ポ
ニー乗馬体験やミニチュアホースとの
ふれあい、縁日、お笑いステージ（日本
エレキテル連合）なども予定しています。
日8月15日㈯午前11時30分（開門予定）
※20歳未満の方は保護者同伴。
※混雑時は整理券（枚数制限あり）を配布したり、天候などの理由によ
り内容を変更・中止する場合があります。イベントの時間など詳しくは
お問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
＊綱引きへの参加は8月9日㈰までにホームページから申し込みが必要（定員50人）。
場問大井競馬場

（勝島2－1－2☎3763－2151 www.tokyocitykeiba.com/）

○「手ぶらバーベキュー（要事前予約）」や、「タイ＆ビールフェスティバル@トゥイン
クルビーチ」も開催中です。

おかげ様で100周年！笑顔が集う夏休みフェア
東京総合車両センターは、大井町で創業100年となりました。
●車両の展示
●ミニ電車体験乗車
●車体と台車の組み立て実演
●トイトレイン
●鉄道グッズ販売
●Nゲージ展示

となりのトトロ、いつも何度でも（千と千尋の神隠し）などを歌った
歌手と16人編成のオーケストラが出演します。
日8月23日㈰午後3時開演　場きゅりあん（大井町駅前）
￥3,000円、小・中学生1,500円（全席指定）　
※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。
問チケットセンターキュリア☎5479－4140

日8月22日㈯午前10時～午後3時
（入場は午後2時30分まで）
場問東京総合車両センター

（広町2－1－19☎3771－7503）  ※駐車場はありません。
※展示車両を撮影する際、三脚・自撮り棒などの使用は
ご遠慮ください。

　健康被害を防ぐポイント
①殺虫剤や農薬・芳香剤・消臭剤などに頼らない工夫をする
蚊、チャドクガなどの駆除は、発生源をなくすなどの環境対策
が最も効果的です。衣類防虫剤は、適量を密閉できる容器で使
用し、消臭剤や芳香剤などの使いすぎにも注意しましょう。
②身の回りの品は、できるだけ化学物質の含まれていないも
のを選ぶ
建材や家具の中には、長年にわたって化学物質が発生し続ける
ものもあります。改築で使用する建材や家具などは、化学物質
の発生が少ないものを選びましょう。
③換気や通風を心がける
気密性や断熱性に優れている住宅で発生した化学物質は、屋外
に排出されにくいので、窓を2カ所開けたり、換気扇を上手に使
いましょう。

　　しながわ水族館がバージョンアップ！
　夏の特別展
「しながわ水族館×早川いくを　へんないきもの展」
奇想天外だけど実在する様々ないきものを展示しています。

　夏休みイベント
夏休み特別アシカショー「盆踊り＆シンクロ」
コミカルな演技で愛きょうたっぷりうまく踊れるか楽しみ
です。シンクロはトレーナーとともにプールの中でパフォー
マンス。
時間／①11:45　②14:30

●アザラシのパフォーマンスショー　①11:15　②16:00
●水中パフォーマンスショー　①11:00　②13:00　③14:00　④15:00
●新イルカショー　①10:45　②13:30　③15:30　④16:30
※④はドルフィン・スプラッシュタイム
●サンセットアクアリウム　16:00～閉館まで
※8/13㈭～16㈰は各ショーとも時間が変わります。
詳しくはお問い合わせください。

開館時間／午前10時～午後5時（入館は閉館30分前まで）
※火曜日休館。8月31日㈪までは無休で午後6時まで営業。
入場料／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（　）の料金になります。
場問同館（勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433 www.aquarium.gr.jp/）

9月6日㈰まで

8月31日㈪まで

8月31日㈪まで

モンハナ
　シャコ

図書館から平和を願って

ばんえい十勝inTCK2015

JR東日本東京総合車両センター
夏休みフェア2015 午後の音楽会

～オーケストラで聴くジブリ音楽～

化学物質による
健康被害をふせぎ
ましょう
住まいの中には、殺虫剤・接着剤・消
臭剤・芳香剤・合成洗剤などのほかに、
建材や家具など化学物質を含むものが
多くあります。涙や鼻水が止まらない、
熱感や頭痛、吐き気やけん怠感などの
症状が、特定の場所や状態でおこる場
合、化学物質による健康被害が疑われ
ます。健康で快適な住まいの環境づく
りを心がけましょう。

 問生活衛生課医薬環境衛生担当☎5742－9138

親子で楽しむコンサート＆音楽影絵劇

「100万回生きたねこ」
ピアノ・ヴァイオリン・チェロによる美しいメロディとスクリー
ンにいきいきと映し出される影絵を親子でお楽しみください。
 日11月28日㈯午後2時30分開演（午後2時開場）　
 場きゅりあん（大井町駅前）　出演／影絵劇団かしの樹　他
 ￥2,000円、小学生以下1,000円（全席指定）
発売開始／8月7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歳以下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

好評発売中！

八潮児童センター利用の児童・生徒と公式ビリヤード台で八潮特別ルールの
試合を行います。
日8月27日㈭午後2時～5時　人50～70歳代の方10人程度（先着）
場申八潮児童センター（八潮5－10－27☎3799－3000）窓口へ
※参加者には事前練習場として、ビリヤード台を開放します。時間など詳しく
はお問い合わせください。

ビリヤード交流試合
平成vs昭和シリーズ
ビリヤード編

トンネル水槽の中がのぞける
カメら君が4Kに！

鮮明な画像で楽しんでね。
プロジェクションマッピング
もリニューアルしました。

社会福祉協議会の専門職員（社会
福祉士）による、相談窓口です。
お住まいの地区をご利用ください。
問福祉計画課☎5742－6914

●新規開設／／8月3日㈪
地区 住所・電話番号
大崎
第二

大崎2－9－4大崎第二地域センター内
☎6303－9139

大井
第二

大井2－27－20大井第二地域センター内
☎5728－9093

●既存の地区
品川
第二

南品川5－3－20品川第二地域センター内
☎6433－0441

荏原
第二

荏原6－17－12荏原第二地域センター内
☎6426－4110

高齢者の日常の
困りごとなどは

　　「支え愛・ほっと
　　ステーション」に
　　ご相談ください
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桜井浩子さん
（フジ・アキコ隊員）

ひし美ゆり子さん
（友里アンヌ隊員）

西恵子さん
（美川のり子隊員）

「健康塾」ではつらつ笑顔
日10月5日㈪～28年3月　
※祝日・年末年始は除く。
Ａ教室＝午前9時30分～10時30分
Ｂ教室＝午前10時45分～11時45分
内健康体操
人60歳以上の方各20人程度（抽選）
※こみゅにてぃぷらざ八潮は15人程度。
※医師に運動を禁じられている方はご
遠慮ください。
￥各3,600円　
※南品川シルバーセンターは3,000円。
申8月14日㈮までに、本人が直接希望
の会場へ
※スクエア荏原の申し込みは健康課健
康づくり係（本庁舎7階）へ。
※こみゅにてぃぷらざ八潮は8月11日㈫
は休館です。
問健康課健康づくり係☎5742－6746

曜日 会場 所在地

月

東品川シルバーセンター 東品川3－32－10
平塚シルバーセンター　 平塚2－10－20
ゆたかシルバーセンター 豊町3－2－15
スクエア荏原 荏原4－5－28

火

旗の台シルバーセンター 旗の台4－13－1
西大井いきいきセンター 西大井2－5－21
関ヶ原シルバーセンター 東大井6－11－11
後地シルバーセンター　 小山2－9－19

水

荏原第二区民集会所 荏原6－17－12
ゆたかシルバーセンター 豊町3－2－15
東大井区民集会所 東大井2－16－12
こみゅにてぃぷらざ八潮＊１ 八潮5－9－11
大崎第二区民集会所 大崎2－9－4
南品川シルバーセンター＊２ 南品川5－10－3

木

大井第三区民集会所 西大井4－1－8
八潮地域センター 八潮5－10－27
五反田シルバーセンター 東五反田2－15－6
荏原第三区民集会所 平塚1－13－18 
荏原第五区民集会所 二葉1－1－2

金

西五反田シルバーセンター 西五反田3－9－10
北品川シルバーセンター 北品川1－29－12
南大井シルバーセンター 南大井3－7－13
小山シルバーセンター 小山5－17－18

 ★基調講演
山崎直子 宇宙飛行士
「宇宙・人・夢をつなぐ」
時間／午後1時30分～2時30分
会場／音楽ホール
人250人（抽選）

★ウルトラヒロインシンポジウム
トークイベント「ウルトラRIKEJOが語る過去・現在・未来」

山崎直子★プロフィール
1999年、国際宇宙ステーション（ISS）の宇宙飛行
士候補者に選ばれ、2001年認定。2010年4月、ス
ペースシャトル・ディスカバリー号で宇宙へ。2011
年8月JAXA退職。内閣府宇宙政策委員会委員、日本
宇宙少年団（YAC）アドバイザー、立命館大学や女
子美術大学客員教授などを務める。

申8月21日㈮（必着）までに、往復はがきに「五反田宇宙ミュージアム」とし、イベント
名（「基調講演」か「ウルトライベント」のどちらか1つ）、参加者全員の住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号を五反田文化センターへ

時間／午後3時30分～4時30分
会場／音楽ホール
人250人（抽選）

地球防衛の最前線で、情報解析・医療・科学
の分野でのエキスパートとして活躍していた
ウルトラヒロインは、今で言う「RIKEJO＝リ
ケジョ」、理科系女子の走りであり、女性の社
会進出に多大な貢献を果たした「デキル女子」
の先駆けでもありました。その先駆けである女
性隊員たちが、“宇宙や現代のヒロインとは何
か？ ”についてトークします。

○トークイベント終了後、ウルトラマン、ウル
トラセブン、ウルトラマンエースとのゲーム大
会・握手会を実施します。

※このシンポジウムは、全国モーターボート競走施行者協
議会からの拠出金を受けて実施するものです。

五反田宇宙ミュージアム
五反田文化センターが一日だけ宇宙ミュージアムに大変身!!

●JAXA（宇宙航空研究開発機構）公式グッズや宇宙食
などを販売するミュージアム・ショップもあります。

一日
限定!

共通

●ミニプラネタリウム
記念日（誕生日や結婚記念
日など）の星空と記念撮影
ができます。

●宇宙食試食コーナー
アイス、おもち、パン…
宇宙飛行士は、宇宙でど
んな食事をしているの
でしょう?

●宇宙服で記念撮影
記念撮影用宇宙服で「はい、チーズ」。
希望者にはカンバッジにしてプレゼン
トします（先着300人）。ス
マートフォンや携帯電
話など、お手持ちのカ
メラでも撮影可能です。

●ロケット・人工衛星の模型展示
Ｈ－ⅡＡロケット、小惑星探査機
「はやぶさ」などを展示します。

小惑星探査機
「はやぶさ」

Ｈ－ⅡＡロケット

クイズラリー（先着300人に賞品あり）や
スタンプラリーをはじめ、展示や楽しい
体験コーナーがたくさんあります。
※事前の申し込みは不要です。

ありがとう杜松133の会＝アルミテン
ト2張、長田正＝200,000円、イハラ
ハウジング＝土地2.41㎡、北品川二丁
目町会＝高座いす10脚
〔地域振興基金〕45,398円
（5・6月分）
中尾誠利＝20,000円、オオゼキ目黒
不動前店＝823円、オオゼキ戸越銀
座店＝3,694円、オオゼキ旗の台店
＝15,550円、オオゼキ戸越公園店＝
5,331円

ご寄付をありがとう
ございました（敬称略・順不同）戦争・原爆死没者の

慰霊と世界の平和を祈り、
黙とうをささげてください

広島市原爆投下日 8月6日㈭午前8時15分
長崎市原爆投下日 8月9日㈰午前11時2分
終戦記念日 8月15日㈯正午
問総務課☎5742－6625

シンボルマーク

＊１ こみゅにてぃぷらざ八潮は11月25日
は工事のため八潮地域センターで行い
ます。

＊2 南品川シルバーセンターは工事のため
11月からになります。 

日㈪～28年3

●政治家（区議会議員や区長などの公職に就いている人とこれから公職の候補者となろ
うとする人）が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ること（寄附）は、公職選挙法で
禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
●政治家が禁止されている寄附の例
○お中元やお歳暮　○病気見舞い　○葬式の花輪や供花
○開店祝いや落成式の花輪　○入学祝いや卒業祝い
○地域の運動会やスポーツ大会、お祭りへの寄附や飲食物の差し入れ
○町会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
○秘書や家族などが代理で出席して出す結婚祝いや葬式の香典

問選挙管理委員会事務局☎5742－6845

政治家は贈らない有権者は求めない寄附はNO
！

道路は、私たちの毎日の生活を支えるのに欠くことのできない
財産です。しかし、道路上の放置自転車や、商品のせり出し・
置き看板などによる通行妨害が後を絶ちません。本来、道路
は私たち全員のものです。この機会に道路の正しい利用につ
いて、もう一度考えてみましょう。

問土木管理課土木監察担当☎5742－6582

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
コールセンターを開設します

臨時給付金コールセンター ☎3787－1301
日8月10日㈪から月～金曜日午前8時30分～午後5時15分
●住民税非課税の方に臨時福祉給付金（1回のみ6千円）を支給するため、対象の方
に申請書を9月上旬に送付します。

問子ども家庭支援課臨時給付金担当☎5742－6721・9174

8月10日は
「道の日」です

9月5日㈯
午前10時～午後5時
（入館は午後4時30分まで）

入館無料!

場問五反田文化センター（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451）
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自衛官募集
募集種目／①航空学生②一般曹候補生③
自衛官候補生
受付期間／9月8日㈫まで
応募資格／①高卒（見込み含む）21歳未
満（28年4月1日現在）②18歳以上27歳
未満（28年4月1日現在）③18歳以上27
歳未満
試験期日／①9月23日㈷ ②9月18日㈮か
19日㈯ ③受付時に連絡
問自衛隊五反田募集案内所☎3445－
7747、防災課☎5742－6696

27年度就学義務猶予免除者などの
中学校卒業程度認定試験
人次のいずれかにあてはまる方
①病気などにより、就学義務を猶予か免
除されている　②やむを得ない事由によ
り登校することができず卒業することが
できなかった　③就学猶予か免除に相当
する事由があると認められる
※詳しくは、お問い合わせください。
願書受付期間／8月24日㈪～9月11日㈮
（消印有効）
試験日／10月28日㈬
受験案内等配布場所／東京都義務教育課
小中学校係（都庁第一本庁舎40階）

願書提出先／文部科学省生涯学習推進課
認定試験第一・二係（〠100－8959千
代田区霞が関3－2－2☎5253－4111内
線2643・2024）
問学務課☎5742－6828

　

消費生活教室「紅茶・アイスティも
おいしく楽しんで！！」
日8月31日㈪午後2時～4時
場きゅりあん（大井町駅前）
人30人（先着）　￥300円（材料費）
申電話で、消費者センター☎5718－
7181へ

ワークライフバランス講座
～きらめく人生のための魅力発見～
日9月2日㈬・9日㈬
午後6時30分～8時30分（全2回）
内「声を磨けば毎日がきらめく、「私」が
わかれば世界がきらめく」
講師／結木利奈（インビジブルビジョン
ズ代表）
人25人（抽選）  ※2日間受講できる方優先。
託児／1歳～就学前のお子さん10人
場申8月3日㈪～14日㈮に、電話かFAX
で講座名、住所、氏名、年齢、電話番号、
託児希望の方はお子さんの氏名・年齢を
男女共同参画センター（東大井5－18－1
☎5479－4104 Fax5479－4111）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
㈪ 10:00～17:00
㈮ 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

2015年8月1日号6 年 月 日号

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
　ジュニア・一般なぎなた体験教室
日8月29日㈯午前9時30分～午後2時30分
場総合体育館
人①小・中学生②高校生以上の方各15人（抽選）　
※男性も可。
￥①300円②700円（保険料込）　
※なぎなたは無料で貸し出し。
申8月15日㈯（必着）までに、往復はがきかFAXで教
室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別､ 電話番号、
学校名、学年をスポーツ協会へ

　空手道教室
日9月1日～12月22日の火曜日午後7時30分～8時30
分（全15回）※9月22日、11月3日を除く。 
※通年の教室で継続可能。
場総合体育館　人16歳以上の方10人（抽選）
￥7,850円（保険料込）
申8月17日㈪（必着）までに、往復はがきかFAXで教
室名、住所、氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ

　シルバーピンポン＆初心者卓球教室
日9月2日～10月28日の水曜日午前9時30分～11時
30分（全8回）※9月23日を除く。
場総合体育館　
人30人（抽選）①シルバーピンポン＝60歳以上の方
②初心者卓球＝59歳以下の初心者
￥①2,500円②4,000円（ボール代・保険料込）
申8月18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、経験の有無をスポーツ協会へ

　八潮地区バウンドテニス大会
日9月12日㈯午前10時～午後4時　
※午前10時～正午に初心者体験会があります。
￥100円、小学生以下無料
運営／八潮地区スポ・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直接こ
みゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　陸上競技初心者審判講習会
日9月16日㈬午後7時10分～8時30分
場総合体育館 
内陸上競技全般の初歩的な規則の説明など
人大会などの役員として協力できる18～63歳の方
￥1,000円、協会登録者800円
主催／品川区陸上競技協会
申9月2日㈬（必着）までに、はがきかFAXで講習会名、
住所、氏名、年齢、電話・FAX番号、簡単なスポーツ
歴をスポーツ協会へ

　硬式テニス選手権大会
日男子の部＝10月4日㈰、女子の部＝10月25日㈰
予備日＝11月3日㈷　※試合開始は午前9時。
試合方法／ダブルストーナメント戦
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）
人各64組（先着）
￥1組3,500円、連盟登録者3,000円
主催／品川区テニス連盟
申9月16日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ

 

　日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー
　第4弾「ブラインドサッカー」日本対インド
2016年パラリンピックリオデジャネイロ大会出場へ
の最終予選となるアジア選手権大会を観戦します。
日9月5日㈯（総合体育館午後3時30分集合・7時30分
解散、往復バス）
場国立代々木競技場（渋谷区神南）
人40人（抽選）　※小学生は保護者同伴。
申8月20日㈭（必着）までに、往復はがきに「ブライ
ンドサッカー」とし、参加者全員の住所・氏名（ふり
がな）・年齢・電話番号、小中学生は学校名・学年をス
ポーツ協会へ

　第56回品川区卓球選手権大会
日9月6日㈰午前9時から　場総合体育館
一般種目／男子の部・女子の部
年代種目／14歳以下男・女、17歳以下男・女、39歳
以下男・女、40歳以上男・女、50歳以上男・女、60
歳以上男・女、70歳以上男・女　
※全てシングルス。　※年齢は28年4月1日現在。
※一般種目と年代種目の重複に限り2種目出場可。
￥1,200円、連盟登録者900円、18歳未満500円
主催／品川区卓球連盟
申8月18日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　初心者硬式テニス教室（午前）
日9月3日～10月8日の月・木曜日
午前9時30分～11時30分（全9回）
※9月21日・24日を除く。
場総合体育館　
人学生を除く16歳以上の方40人（抽選）
￥5,000円（ボール代・保険料込）
託児／3歳～就学前のお子さん10人（抽選）
※おやつ代など1,350円。　
※2人以下は中止。
申8月21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、託児希望の有無をスポー
ツ協会へ

　●お知らせ

　第65回品川区民スポーツ大会（秋季）
申申込締切日までに費用を持ってスポーツ協会へ
競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

空手道 9/13㈰ 総合体育館 8/28㈮ 　　500円
小中高生300円

○組手の部（一般男子5級以上）※組手の部は連盟
登録者・スポーツ保険加入者のみ
○型の部（1部・2部）○鍛眼法の部（1部・2部）

バレー
ボール

9/13㈰
20㈰
27㈰

総合体育館他 9/2㈬ 1チーム3,000円
○9/13・27　一般男子・女子の部（6人制）
○9/20・27　家庭婦人の部（9人制）
※代表者会議は9/9㈬午後7時から総合体育館

講座・講演

スポーツ協会は8月17日㈪は休館日です



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8月1日号 7

区民プロデュース型講座
「江戸時代の浅草文化」

日程（全5回） 内容

9月9日㈬ 浅草寺のなりたち

10月14日㈬ 浅草と歌舞伎

11月11日㈬ 浅草と吉
よし
原
わら
遊
ゆう
廓
かく

28年1月13日㈬ 浅草花やしきの誕生

2月10日㈬ 奥山のにぎわい

場品川歴史館（大井6－11－1）
人70人（抽選）　運営／寺子屋品川宿
申8月26日㈬（必着）までに、往復はが
きに「寺子屋品川宿」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号を文化観
光課文化振興係へ

発達障害・思春期サポート事業～発達
特性の理解と対応ステップアップ講座
日9月18日㈮、10月16日㈮、11月13日㈮
午後6時～8時（3回連続講座）
場品川健康センター（北品川3－11－22）
人各50人（先着）
￥各500円（資料代）
申9月16日㈬（必着）までに、往復はが
きかEメールで講演会名、希望日（複数
可）、住所、氏名、電話番号をパルレ（〠
141－0021上大崎1－20－12 moushi
komi@gol.com）へ
問障害者福祉課療育支援担当
☎5742－6389

職場定着支援研修～参加中小企業募集
①若手社員向け研修
日9月11日㈮午後1時～6時
内「主体性と情報の整理で結果を出す社員
になる」
人おおむね30歳以下の社員30人（先着）
②指導担当者向け研修
日9月9日㈬午後1時～6時
内「若手社員へのわかりやすい指導方法」
人指導する立場の社員と経営者30人（先着）
───────共　　通───────
場中小企業センター（西品川1－28－3）
申希望する企業は、8月28日㈮までの月
～金曜日午前9時30分～午後5時に、電
話で品川区職場定着支援研修事務局・パ
ソナ☎6734－1302へ
問商業・ものづくり課就業担当
☎5498－6352

健康づくり運動指導者育成セミナー
日10月3日㈯・10日㈯・17日㈯・24日㈯
午後1時30分～3時30分（全4回）
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
内ストレッチと筋力トレーニング（講義・実技）
人全回出席できる中高年向けの運動指導
者をめざす方30人（抽選）
￥1,000円（資料代込）
共催／品川区トリム体操連盟
申8月31日㈪までに、電話で健康課健康
づくり係☎5742－6746へ

品川区史2014関連講座
「江戸に先立つ港湾都市・品川」
日9月26日㈯午後2時～4時
人16歳以上の方100人（抽選）
場申8月21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

悠々ボランティア育成講座
子育て支援ボランティアをしませんか。
日程（全4回） 内容

9/3㈭ コミュニケーションゲーム、
地域デビュー応援レポート

9/10㈭ 子どもの現状、子育ての現状
を知る

9/17㈭ ボランティア活動のポイント

9/24㈭ まとめと先輩修了生との経験
交流会

場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人区内在住で、全回参加可能なおおむね
55歳以上の方15人（先着）
申8月20日㈭までに、電話で子ども育成
課☎5742－6596か東大井児童センター
☎3471－1070へ

再就職支援講習会
日8月28日㈮午後1時30分～3時30分
内高年齢者向け求人の最近の傾向、応募
書類の書き方、面接の決め手など
人おおむね55歳以上の就職を希望する方
場申電話で、サポしながわ（西品川1－
28－3☎5498－6357）へ

デイサービスセンター合同作品展
高齢者の作品（絵画、手芸品）を展示します。
日8月21日㈮～28日㈮午前9時30分～午
後5時（28日は午後3時まで）
※8月22日㈯・23日㈰も開催します。
場第二庁舎3階ロビー
問高齢者福祉課高齢者支援第二係
☎5742－6730

品川＆早川ふるさと交流「マウント
しながわ」里山再生参加者募集
日9月26日㈯～27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／町営ヴィラ雨畑（山梨県・温泉）
人森林作業や里山に興味のある区内在住
か在勤の18歳以上で、山作業が可能な健
脚の方3人（抽選）
￥7,000円（交通費・宿泊費込）
申8月20日㈭（必着）までに、はがきか
FAXに「マウント」とし、参加者全員の
住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電
話番号を地域活動課市町村交流担当（〠
140－8715品川区役所☎5742－6856  
Fax5742－6877）へ

品川＆早川ふるさと交流　山里の暮ら
し体験ツアー　山里の雑穀収穫体験
春に種をまき、管理してきた雑穀が収穫
の時を迎えます。様々な味や食感を楽し
みましょう。
日9月26日㈯～27日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の中学生以上の方
￥13,250円（1泊2食付き宿泊費、プログ
ラム参加費、消費税）　
※区内在住の方は事前申請で、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

第230回日曜コンサート
日8月16日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／シューベルト作曲「音楽に寄せて」
ほか
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

成幸まつり
日8月29日㈯午後1時30分～3時
内子ども太鼓、フラダンス、民謡、踊り、
模擬店など
場参当日、成幸ホーム（中延1－8－7☎
3787－3616）へ

イベント
●品川音楽文化協会「春の歌の祭
典」オペレッタ『メリーウィドー』
出演者募集　28年4月9日㈯午後
2時開演。スクエア荏原。10月か
ら練習開始。全20回。60人先着。
12,000円。8月31日㈪までに佐藤
☎3787－6345（午後5時以降）へ
●手作り行

あん

灯
どん

フェアー　8月22日
㈯午後6時30分点灯。雨天の場合
29日㈯。当日、しながわ中央公園へ。
しながわ美術家協会事務局・岩崎
☎080－3008－2622

●品川区聴覚障害者協会「創立
40周年記念大会」　式典、記念
講演、アトラクション。9月27日㈰
午後1時～4時30分。きゅりあん。
250人。3,500円。住谷Fax5702－
6005か佐々木 Fax3784－7895へ

サークルなど
●平塚体操クラブ　㈬午後7時。
荏原平塚学園。月1,250円。（入）
500円。☎3781－3103香

こう

焼
たき

●小山台健康クラブ　㈬午後7時。
小山台小。月1,000円。（入）500円。
☎090－5078－4302関山

●ほのぼの川柳会　第1・3㈬午後
2時。旗の台文化 。月500円。
☎5434－1545久保田
●カラオケすずらん会　①㈭②㈮
午後1時。大井一丁目会館。月各
5,000円。（入）3,000円。☎3799－
3296大渕
●翠葉会（茶道）　第2・4㈬午後
5時30分。中小企業 。月4,000円。
☎090－2624－6985甲斐
●品川吟詠同好会　60歳以上。第
1～3㈫午後2時。西五反田シルバー
。月2,160円。☎3441－7654

久保

●ユーモアスピーチ品川（楽しい
話・失敗談）　60歳以上。第2㈬
午後2時。南品川シルバー 。月
500円。☎3474－5420安藤
●コール・ルーチェ（コーラス）　
第1・3㈬午前9時45分。五反田文
化 。月1,300円。☎3781－5410
早川
●五反田吟詠会　見学歓迎。第1
～3㈯午後6時。五反田文化 。
月2,660円。☎3493－8241平林
●品川陶芸クラブ　㈫午後1時。
南大井文化 。月2,500円。（入）
3,000円。☎3763－2683小谷野

●ハンマダンサークル（ハングル
勉強会）   ㈫か㈬午前10時30分。
旗の台文化 。月6,000円。☎080
－5062－0033大澤
●品川書道倶楽部　用具貸し出し
あり。第2・4㈯午前。スクエア荏
原。月3,000円。☎090－8642－
3963日野
●社交ダンス同好会うるおい　
60歳以上。男性歓迎。㈯午後1時
30分。南品川シルバー 。2カ月
1,000円。（入）1,000円。☎3472－
5317林

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

文化・イベント情報文化・イベント情報

●8日㈯～12日㈬／美術公募団体アー
トイマジン「芸術祭」2015（公募展）
●21日㈮～26日㈬／観光スケッチ協
会展2015　東京展
●28日㈮～9月2日㈬／幻羊塾35周年
記念展（絵画、彫刻、工芸）
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8月22日㈯・23日㈰正午～午後9時
※盆踊りは、22日午後6時30分から。雨
天の場合は23日に実施。
場大井町駅前中央通り
問大井どんたく夏まつり実行委員会（☎
3471－9740 www.ooimachi.jp/）
　

日8月29日㈯午後4時～8時　
内模擬店、ゲーム大会など
※午後7時から戸越南公園（戸越6－8）
で野外アニメ映画大会。
場問戸越公園駅前南口商店会
☎3781－8444

大田区と品川区を結ぶ京浜運河を、10
人乗りのゴム製カヌーで走ります。
日9月20日㈰午前9時～午後4時
※練習会は9月6日㈰午前10時～午後4
時に勝島運河。
コース／東品川海上公園～勝島運河浮
桟橋～しながわ水族館桟橋～大森ふる
さとの浜辺公園～天空橋船着場
人本番と練習会に参加できる小学3年
生以上のお子さんと保護者25組50人
（抽選）
￥1組3,000円
申8月25日㈫（必着）までに、往復はが
きかFAX、Eメールで住所、参加者の氏
名・年齢・性別、電話番号、Eボート経
験の有無を大田観光協会Eボート係（〠
144－0035大田区南蒲田1－20－20 
Fax3734－0203 info@o-2.jp）へ
問しながわ観光協会☎5743－7642

●2日㈰／草月清和会研究作品展（いけ
花）　
●7日㈮～9日㈰／佐藤裕幸コレクショ
ン展（絵画）
●13日㈭～17日㈪／しながわ平和のた
めの戦争展（絵画、書、写真、生活用品）
●26日㈬～31日㈪／第3回馬込木版画
会展　
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8月29日㈯午後2時開始
30日㈰午前11時開始
内食べ歩き・買い歩きイベント、銀ちゃ
んとのコミュニケーション、スタンプラ
リー、模擬店など
場問戸越銀座商店街連合会（☎3788－
1474 www.togoshiginza.jp/）

日9月26日㈯正午～午後3時
場Contemporary1684ゲートシティ大
崎店（大崎1－11－1）
人独身の方40人（独身証明書が必要）
￥3,900円
申8月31日㈪までに、FAXでイベント名、
住所、氏名（ふりがな）、生年月日、性
別、電話番号、Ｅメールアドレス、共済
会会員は会員番号を品川区勤労者共済
会交流会事務局（オーネット内）（☎050
－5817－5544 Fax3787－0520）へ

　

日9月30日㈬、10月7日㈬・14日㈬、11
月4日㈬、12月9日㈬・19日㈯午後5時
30分～7時30分（全6回）※12月19日
は午前9時30分～午後3時30分。
内障害理解講座、教材制作体験講座
人高校生以上の方20人（先着）
場申はがきかFAXで、住所、氏名、年齢
を同校（〠140－0004南品川6－15－20
☎5460－1160 Fax5460－1166）へ

Ｏ美術館　8月の催し 区民ギャラリー　8月の催し

第18回とごしぎんざまつり

第61回大井どんたく夏まつり

第18回子どもと家族の夕涼み広場

京浜運河　Eボートリレー

勤労者交流・マリッジサポート
秋のスペシャルパーティ

品川特別支援学校公開講座
「ボランティア養成講座Ⅱ」

催　し

※時間は午後2時～4時。

※時間は午後1時30分～4時30分。



○個人番号を記載します
→コピーできる者は行政機関や雇用主
など法令に規定される者に限られます

○本人の顔写真、氏名、住所などを記
載します
→本人同意などによりコピー可能です

・外国人人口…………10,913
　　男………………… 5,318
　　女………………… 5,595

総人口…………… 375,573世帯…………………207,953

・日本人人口………… 364,660
　　男…………………  178,823
　　女…………………  185,837

  人口と世帯（平成27年7月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

　

平成27年（2015）

8/1
1966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

昭和の品川を紹介する新
シリーズ。初回は戦中・戦
後の品川の人々の暮らし
を、当時の様子を知る方々
に語っていただきます。

語り継ぐ品川現代史　
しながわの戦中・戦後
城南大空襲と学童疎開
（仮）

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8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
　 絵描き、小沢良吉の世界

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 トビーが行く！ 
トビ入り！中延ねぶた祭り

月 しながわのチ・カ・ラ
　 伝統芸術～しながわの器～（仮）

火 　 語り継ぐ品川現代史　
しながわの戦中・戦後（仮）

水

しながわの
チ・カ・ラ
しながわの学童
集団疎開

トビーが行く！
みんなで楽しも
う！大井競馬場

三之助　とっておきの品川
好奇心の扉を開く鍵！
本と科学あそび

木

しながわの
チ・カ・ラ
しながわの学童
集団疎開Part2

品川の昔話  
寛政の鯨

品川歴史探訪
幕末の歴史舞台　品川沖

金 復活！しながわ探検隊
三之助　とっておきの品川
五反田から世界へ！ワタナベ
ボクシングジム

新

新番組

新
新

　「Twitterアラート」とは、大規模災害や避難が必要な緊急事態が発生した時などに、品川区が
配信するツイッター情報をスマートフォンの画面上に“ポップアップ”で表示させるサービスです。
　「Twitterアラート」を受けるためには、ツイッターアカウントをお持ちで、スマートフォンに
ツイッター公式アプリがインストールされている必要があります。
　また、すでに品川区ツイッターのアカウントをフォローしている場合でも、新たに「Twitter
アラート」の登録が必要になります。
● 登録・解除方法は区ホームページの「Twitterアラートの登録・解除方法」ページをご覧くだ
さい。

問広報広聴課☎5742－6612

品川区ツイッターで「Twitterアラート」の運用を開始しました

　通知カードの大事なポイント
● 区から通知カードを簡易書留で住民票の住所へ世帯ごとに送付します（区に住民票が
ある方全員にお届けします）。
● マイナンバーは生涯使用するものです。大切に保管をお願いします。
● 記載されているマイナンバーは、目的以外の使用、他人への提供が禁じられています。
● 通知カードを受け取られた方は、同封の申請書を郵送することにより、区の窓口で「個人番号カード」の交付を
受けることができます。　※個人番号カードの申請は任意です。

代表的なメリット

個人番号カードの受け取りには、通知カードのほか免許証やパスポートなどが必要です。

●個人番号を証明する書類として
●本人確認の公的身分証明書として
●各種行政手続きのオンライン申請
● コンビニエンスストアで各種証明
書を取得（品川区は28年秋を予定）

※27年12月までに発行された住民基
本台帳カードは、有効期間内は引き続
きご利用いただけます。ただし、個人
番号カードとの併用はできません。

いよいよマイナンバー制度がスタートします！

3つの
メリット

マイナンバー（個人番号）は国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、　
社会保障、税、災害対策に使われていきます。❶

27年10月からマイナンバーを通知します。❷

28年1月から申請者に個人番号カードを無料で交付します。❸

表面

裏面

マイナンバー制度全般に関することは
全国コールセンターへ

0570－20－0178（日本語）
0570－20－0291（外国語対応）＊

IP電話から☎050－3816－9405
＊英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

最新情報はこちらから
●内閣官房
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
bangoseido/index.html

●政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/
mynumber/index.html

●特定個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp/

行政の効率化

氏名や所得情報などの、
照合が正確で
早くなります。

利便性の向上

窓口での各種証明書の
提出が減り、手続きが
簡素になります。

公平・公正な社会の実現

より正確な社会保障の
給付などが可能に
なります。

将来的にも様々な使い道が
検討されています。

法律で定められた目
的以外でマイナン
バーを利用したり、
他人に提供したりす
ることはできません。

8月11日号は休刊します

問い合わせ

区内の制度推進に関すること
情報推進課番号制度担当
☎5742－6619

個人番号カードに関すること
戸籍住民課個人番号カード担当
☎5742－6658

高齢者の熱中症を防ぎましょう！
　　　　　　　　　●水分をこまめにとる　
　　　　　　　　　●暑さを避ける
　　　　　　　　　●食事・休息をしっかりとる
問各在宅介護支援センター
高齢者福祉課☎5742－6729・6730・6802

　パソコンやスマートフォンを使った
便利で簡単なインターネット回答をぜ
ひご利用ください。
　調査員になりすまして個人情報を聞
き出す「かたり調査」にご注意ください。
問地域活動課統計係☎5742－6869

27年国勢調査は
インターネットによる

回答を先行して
実施します

熱中症予防
のポイント

品川区国保
基本健診

早得キャンペーンは8月末まで！
問国保医療年金課保健指導係

☎5742－6902


