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ライブサーカス

心あったかコンサートダンスフェスティバル

子どもフェスティバル

日9月12日㈯午後2時から
場五反田文化センター音楽ホール（西五反田6－5－1）

日11月1日㈰午後1時30分から
場スクエア荏原ひらつかホール（荏原4－5－28）

日10月12日㈷午後1時30分から
場きゅりあん大ホール

日11月29日㈰午後1時30分から
場きゅりあん大ホール

バンド、ハーモニカ、ゴスペル、和太鼓など、様々なジャンルの音
楽を演奏します。

吹奏楽、声楽、ピアノなどの演奏をマイクを通さない生の音でお楽
しみください。

中学生以下の子どもたちによるダンスのステージです。大きな拍手
とエールをお願いします。

入場無料

問い合わせ／文化観光課文化振興係☎5742－6836

人　権　啓　発　・　社　会　同　和　教　育　講　座　Ⅰ

場荏原第五区民集会所
（二葉1－1－2）
人16歳以上の方各50人（抽選）
※1回のみの参加は応相談。
託児／1歳～就学前のお子さん
※昼コースのみ。
※2人以上で実施。
※おやつ代300円。
申9月3日㈭までに電話かはがき、
FAXに「共に生きる」とし、希望コー
ス、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、手話通訳の有無、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（〠140－8715品川区役所☎
5742－6837Fax5742－6893）へ
○区ホームページから電子申請も
できます。

成人式実行委員を募集します
28年1月11日㈷の成人式で、式典の司会進行やイ
ベントの企画・運営をしてみませんか。
人区内在住で、平成7年4月2日～8年4月1日生ま
れの方10～15人程度（抽選）
申8月31日㈪（消印有効）までに、「成人式実行
委員」とし、住所、氏名、生年月日、電話番号、
応募動機を総務課（〠140－8715品川区役所☎
5742－6625Fax3774－6356）へ郵送かFAX
○区ホームページから電子申請もできます。
※対象の方全員に、成人式実行委員募集のお知ら
せを郵送しています。

日程（全3回） テーマ 講師

9/14㈪ カムイに捧げる調べ
～アイヌ文化と人権を考える

宇佐恵美（アイヌ文化振興・
研究推進機構アドバイザー）

10/26㈪ ソーシャルファームの可能性
～障害者の社会参加を進めるために

炭谷茂（恩賜財団済生会理
事長）

11/16㈪ ある精肉店のはなし 北出新司（北出精肉店店主）
※時間は午後2時～4時。11/16は午後4時30分まで。

日程（全3回） テーマ 講師

9/17㈭ インターネットと人とのかかわり合
い～突然、僕は殺人犯にされた スマイリーキクチ（タレント）

10/1㈭ 性的少数者の社会参加支援 藥師実芳（ReBit代表理事）

10/15㈭ 全国水平社創立宣言を世界の記憶
に

駒井忠之（水平社博物館館
長）

※時間は午後7時～9時。

昼コース 「誰もが大切にされる社会をつくる」

夜コース 「ニュースで読み解く人権」

共　通「あなたと共に生きる」 一生に一度の
輝かしい思い出に

邦楽の調べ

日11月8日㈰午後1時30分から
場スクエア荏原ひらつかホール

日本の伝統音楽を愛する区民の方が　曲、三味線、唄・謡などの日
頃の活動成果を披露します。

芸能 花舞台

日9月27日㈰午後1時30分から
場きゅりあん大ホール（大井町駅前）

長唄や地唄に合わせて舞う「日本舞踊」や現代の歌謡曲に合わせて
舞う「新舞踊」などの舞台です。
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高校生以上のダンスチームがモダン・フラ・ジャズダンスなどを踊
ります。

そうきょく
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キッズクラブ

人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）
※定員は実施園、実施内容により異なります。

申利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 希望の園へ
問実施園、保育課運営係☎5742－6724

●園庭開放
月～土＝平塚保（午前10時～午後4時）
月～金＝ 西品川保（午前9時30分～11時）、東五反田保（午前10時～正午）

大井保、北品川保、大崎保、冨士見台保、伊藤保
水＝第一日野すこやか園（午後0時30分～2時30分）、台場保
水・金＝荏原保
7日㈪・14日㈪・28日㈪＝八潮わかば幼（午前10時30分～正午）
8日㈫・15日㈫・29日㈫＝西中延保
15日㈫＝二葉すこやか園（午後3時～4時）
15日㈫・29日㈫＝伊藤幼
16日㈬＝浜川幼（正午～午後1時）、城南幼（正午～午後1時30分）
18日㈮＝平塚すこやか園（午前10時30分～11時30分）
24日㈭＝一本橋保

●身体測定
1日㈫＝西五反田保、東品川保
2日㈬＝品川保
3日㈭＝東大井保
8日㈫＝荏原西保（0～2歳児）
9日㈬＝西五反田第二保（0～2歳児）
10日㈭＝西五反田第二保（3～5歳児）
17日㈭＝西中延保
●お庭で遊ぼう
9日㈬＝ゆたか保
●運動会
26日㈯＝西大井保（場伊藤学園）、八ツ山保
●絵本の広場開放
17日㈭＝西中延保

●リズム遊び
木＝南大井保
3日㈭・17日㈭・24日㈭＝二葉保
30日㈬＝ゆたか保
●おはなし会
17日㈭＝大井倉田保（午前10時～10時30分）
●給食を知ろう会
26日㈯＝水神保
●わくわくクラブ（未就園児の会）
17日㈭＝ 浜川幼（4・5歳＝午前9時30分～10時30分、

2・3歳＝午前10時30分～11時30分）
●保育体験
年間を通して区立保育園全園で実施

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

品川区少女サッカー講座
ジュニア育成地域推進事業

日9月22日㉁～12月6日㈰の土・日曜日、祝休日
①午前9時～11時 ②午前11時～午後1時（全11回）
場しながわ中央公園（区役所前）他
人小学生の女子①1～3年生100人②4～6年生100人（先着）
￥2,000円（保険料込）
主催／品川区サッカー協会
申9月3日㈭～15日㈫に、往復はがきに「サッカー講座」
とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、学校名、学年、電話
番号、メールアドレス、保護者氏名をスポーツ協会へ

○品川区少年サッカー連盟ホームページ shinagawa-ss.
jp/からも申し込めます。
問スポーツ協会

しながわビーチバレー体験ワークショップ
～レッツアタック！ビーチバレー
2020年東京五輪で、区内で競技が行われるビーチバレー
ボールを、楽しみながら体験します。
日9月27日㈰正午～午後4時30分　※雨天中止。
場しながわ中央公園（区役所前）
内体験ワークショップ、ミニ体験試合
人区内在住か在学の小学生2人1組で100組200人（先着）

申直接、児童センターか登録しているすまいるスクールへ
問子ども育成課☎5742－6596

ちびっこ水泳教室
日10月の火・木曜日午後3時30分～4時30分（全9回）
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
人5歳～泳げない小学1年生50人（抽選）
￥7,500円（登録費・保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申8月31日㈪（必着）までに、往復はがきで住所、氏名、
年齢、性別、保護者氏名、電話番号、幼稚園・保育園・学
校名をスポーツ協会へ
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大井第一小学校

開校140周年  記念同窓会

URL. http://oi1doso.net
主催：品川区立大井第一小学校同窓会

11月28日㈯午後２時～４時
きゅりあん　イベントホール７階

連絡先：140周年記念事業実行委員会
携帯：090－5750－2602／住友

場 所
5,000円（軽食、飲み物、記念DVD、写真集込み）会 費

同窓生の皆様、
お誘い合わせて
お越しください。

11月28日㈯午後２時～４時

　9月に参加できる主な事業 保＝保育園、幼＝幼稚園※日程など詳しくは各園へお問い合わせください。各園の問い合わせ先は区ホームページをご覧ください。

保育園・幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください

シニアクラブ
「小さな旅」の友～シルバーパス手続きのお知らせ
　70歳以上の希望する方へ、都内バス、都営地下鉄、都電などを利用で
きるシルバーパスを発行しています。現在シルバーパスをお持ちの方には、
8月下旬に更新の案内が届きます。9月中に更新手続きをしてください。
　新しいパスの有効期限は、28年9月30日です。
問東京バス協会☎5308－6950
ふまねっと運動を体験しませんか
認知機能・筋力向上に向け、指定されたマス目を間違えないようにステッ
プを踏む頭と体の運動プログラムです。動きやすい服装でお越しください。
日9月2日㈬午後2時～3時30分
人おおむね65歳以上の方20人（先着）
場 申9月1日㈫までに、電話で上大崎在宅介護支援センター（上大崎1－
3－12☎3473－1831）へ

第2回シニアのための男の手料理教室

日程（全10回） 会場
①10月7日～12月9日の水曜日 品川介護福祉専門学校（西品川1－28－3）
②10月9日～12月11日の金曜日 荏原文化センター（中延1－9－15）
※時間は午前10時～正午。
内買い物の仕方、調理実習、栄養の話、食事会
人次の全てにあてはまる方①20人②16人（男性を優先し抽選）
・区内在住でおおむね65歳以上
・いままで料理経験があまりない
・一人暮らしか、自分で食事を作る必要がある
￥各10,000円（材料費込）
申9月8日㈫までに、本人が電話で高齢者地域支援課介護予防推進係☎
5742－6733へ

「広報しながわ」を
個別配送します
人区内在住で新聞を購読し
ていない、高齢・子育て中・
障害があるなどで駅や区施
設などでの入手が困難な方
申電話かFAXで、住所、
氏名、年齢、電話番号、
入手困難な理由を広報広
聴課☎5742－6644 Fax
5742－6870へ
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健康ガイド ●品川保健センター
〠140－0001  北品川3－11－22  ☎3474－2225

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

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

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   4日㈮   9日㈬ 18日㈮
うつ病あんしん相談 25日㈮   9日㈬   2日㈬
高齢期のこころの相談 17日㈭ 15日㈫ 30日㈬
児童思春期のこころの相談   2日㈬ 10日㈭ 24日㈭
問各センターへ

保健センターのこころの健康専門医相談 9月

「二人で子育て（両親学級）」

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、体調の安定している妊娠22週以降の初産カップル24組（選考）
申9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
●区ホームページの「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

難病の方のためのリハビリ教室
日9月3日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリと交流
講師／伊藤滋唯（理学療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの難病の方と家族20人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－2666へ

母乳相談
母乳の飲ませ方や、母乳育児のポイントについて、助産師がアドバイスします。
日9月3日㈭午後3時10分～4時10分
人おおむね1・2カ月児の母親20人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－2903へ

むし歯撃退教室
日9月11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と保護者15組（先着）
場申8月24日㈪から、電話で大井保健センター☎3772－2666へ

思春期家族教室
日9月7日㈪午後2時～4時
講師／新倉佳久子（臨床心理士）　人不登校・ひきこもりなどでお困りの家族
場申電話で品川保健センター☎3474－2904へ

難病専門講演会
日9月17日㈭午後6時～8時
内「パーキンソン病を中心に神経難病の最新医療と療養支援について」
講師／吉村菜穂子（荏原病院神経内科医師）　人区内在住か在勤の方30人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－7016へ

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

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

契約医療機関

大腸がん検診…40歳以上
喉頭がん検診（予約制）…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上の男性
胃がんリスク検診＊（50・55・60・65・70・75歳）
35歳からの健康診査（35～39歳）
女性の健康診査（16～34歳の女性）
胃がん検診（予約制）…40歳以上 各医師会

肺がん検診（予約制）…40歳以上 一般コース 各医師会、契約医療機関
※9月3日㈭午後の荏原医師会は休診

ヘリカルCTコース 各医師会
成人歯科健診＊（40・45・50・55・60・65・70歳） 契約医療機関
障害者歯科健診…20～35歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡
結核検診（予約制）…65歳以上 契約医療機関

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

健
康
診
査

問40～74歳の方
　 ・品川区国民健康保険の方＝国保医療年金課保健指導係☎5742－6902
　 ・品川区国民健康保険以外の方＝加入する医療保険者にお問い合わせください
　75歳以上の方＝国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

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

一部有料

＊受診券有り

キリトリ線

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

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23日㈰
　  30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23日㈰

 赤沼医院 大　井 2 －21－10 ☎6809－9236
 鈴木歯科クリニック 大　井 1 － 7 － 6 ☎3778－4188
 佐々木歯科医院 小　山 6 － 5 － 6 ☎3782－5705
 スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816
 武石接骨院 豊　町 2 －17－ 8 ☎3781－4450 

8月30日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
 あべ歯科医院 東大井 5 －12－ 5 ☎5460－4182
 中山歯科医院 旗の台 4 － 2 － 7 ☎3785－6480
 山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137
 かとう整骨院 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525 

  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22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

8月29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。
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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

会場 日時
品川保健センター 10/18㈰午前9時30分～午後0時30分
荏原保健センター 10/3㈯①午前9時30分～午後0時30分、②午後1時30分～4時30分

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
9月のオープンキャンパス

日時 内容
9月6日㈰　午前10時～正午 体験授業（入浴）
9月18日㈮
午後6時～7時30分

在校生
インタビュー

9月26日㈯
午後1時30分～3時30分 面接模擬体験

※他に卒業生インタビュー・学校案内（学
費・授業内容・就職状況・入学選考）、個
別相談などを毎回実施。
人介護福祉士をめざしている方
場参当日、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）。

品川＆山北ふれあい交流
みかんの木オーナー募集
木1本ごとに契約し、自分の名前のついた
木でみかん狩りが楽しめます。

収穫期間／11月20日㈮～12月13日㈰
※オーナー祭りは12月6日㈰。雨天中止。
場神奈川県山北町
人区内在住か在勤の方
募集数／30本（抽選）
収穫量・￥40㎏＝6,000円、50㎏＝7,500
円、60㎏＝9,000円、80㎏＝12,000円、
100㎏＝15,000円
※オーナーは、11月20日㈮～12月13日
㈰に農作物（サツマイモ・ジャガイモ・
大
ダイコン
根・里芋・白

ハクサイ
菜など）の収穫体験もで

きます（参加費1,000円）。
申9月30日㈬（必着）までに、はがきか
FAXで住所、氏名、電話番号、希望の収
穫量の木・本数と農作物収穫体験の希望
の有無を環境農林課農林振興班（〠258－
0195山北町役場☎0465－75－3654
Fax0465－75－3661）へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

お知らせ！
子育て世帯臨時特例給付金の申請は
お済みですか
●27年6月分の児童手当を受給している
方
児童手当現況届を兼ねた申請書を送りま
した。忘れずに申請してください。
※所得が高額で、児童1人当たり月額5,000
円の特例給付を受給している方は該当しま
せん。
●公務員の方
勤務先からの申請書（証明書）と添付書
類を郵送してください。
───────共　　通───────
申11月30日㈪までに、子ども家庭支援課
児童手当係（〠140－8715品川区役所本
庁舎7階☎5742－6721）へ

8月31日㈪は特別区民税・都民税（普
通徴収）第2期の納期限です
口座振替・自動払込やコンビニエンススト
アでの納付もできます。携帯電話を利用し
たモバイルレジでの納付も受け付けていま
す。納期限を過ぎてからの納付の場合、督
促状が送付されることがあります。
問税務課収納管理係☎5742－6669

犯罪被害者などの特設相談窓口を開
設します
品川・大崎・大井・荏原警察署と合同で
相談に応じます。犯罪被害者に関するリー
フレットの配布なども行います。
日8月28日㈮午前10時～午後3時
場大崎第二区民集会所（大崎2－9－4）
※区内各警察署と区民相談室では常時、
相談窓口を開設しています。
問区民相談室☎3777－2000
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シルバーセンター
区内在住で60歳以上の方なら無料で利用できる施設
です。初めての方は、利用者登録が必要です。日曜日・
祝日は休館です。　※敬老の日は開館。
問高齢者地域支援課シルバーセンター係
☎5742－6946

高齢者クラブ
60歳以上の方が、町会・自治会などを単位に結成し、
趣味の活動や地域に役立つ活動をしています。現在、
115のクラブがあり、趣味やレクリエーション、健康
づくり活動をはじめ、「ふれあいサポート活動」など
のボランティア活動にも積極的に参加しています。
問高齢者地域支援課高齢者クラブ担当☎5742－6734

山中いきいき広場  
山中小学校内にあり、パソコン教室、いきいき塾（脳
のトレーニングとお楽しみ講座）、ヨーガ、茶道、生
け花など全14講座を実施しています。会員募集中で
す。詳しくは直接お問い合わせください。
問山中いきいき広場（大井3－7－19☎3774－0981）

いきいきラボ関ヶ原  
区民有志の「しながわシニアネット」が運営する施設
です。カフェやサロン運営のほか、パソコン教室やス
トレッチ・ヨーガなどの講座を実施しています。会員
募集中です。詳しくは直接お問い合わせください。
問いきいきラボ関ヶ原
（東大井6－11－11☎6902－0025）

ほっとサロン（16カ所）
身近な地域で、住民が世代を超えてサロンに集い、企
画の内容や運営までみんなで考えて参加する楽しい仲
間づくりの活動です。
問品川ボランティアセンター
（大井1－14－1☎5718－7172）

高齢者作品展  
60歳以上の方の民芸・工芸、絵画、書道、俳句・短歌、
写真などの作品をO美術館に展示し、優秀作を表彰し
ます。無料。
※本紙12月1日号で募集、28年1月に展示。

シルバーダンスパーティー
おおむね60歳以上の方を対象に品川区社交ダンス連
盟との共催で11月15日㈰にきゅりあんイベントホー
ルで行います。無料。

いきいき筋力向上トレーニング  
65歳以上の方を対象に行う専用マシンを使用したト
レーニングです（マシンを使わないトレーニングもあ
ります）。有料。　

いきいきうんどう教室  
65歳以上の方を対象に、屋外に設置された健康遊具
を使用した簡単な基本運動を行う教室です。普段あま
り運動をしない方・苦手な方には最適です。場所によ
り費用がかかります。

いきいき脳の健康教室  
65歳以上の方を対象に、認知症予防に効果がある30
分間の「読み書き・計算」などを行う教室で、参加者
同士の会話も楽しめます。有料。

地域貢献ポイント  
指定のボランティア活動への参加でポイントを集めま
しょう。ためたポイントは、区内共通商品券への交換
や福祉施設などに寄付することができます。
問品川ボランティアセンター
（大井1－14－1☎5718－7172）　

さわやかサービス（有償ボランティア）  
日常のちょっとした時間を使って、家事手伝いや病院
の付き添いなどの身近な地域の手助けをする活動です。
問さわやかサービス（大井1－14－1☎5718－7173）

無料職業紹介所「サポしながわ」
おおむね55歳以上の方の就職を応援します。お気軽に
ご相談ください。
問サポしながわ（西品川1－28－3☎5498－6357）
sapo-shinagawa.jp/

品川区シルバー人材センター
おおむね60歳以上で生きがいを持って働きたい方に、
様々な仕事を紹介しています。登録制（有料）。
問品川区シルバー人材センター本部
（北品川3－11－16☎3450－0711）
荏原支部（荏原2－16－18☎5751－3334）
東大井支所（東大井1－4－14☎3450－0713）
ゆたか支所（豊町3－2－15☎3785－5600）
www.shinagawa-sjc.com/

友達の輪をひろげよう

チャレンジ 1

趣味・活動をひろげよう

チャレンジ 2
ボランティア活動に
参加してみよう

チャレンジ 4

働いて社会貢献してみよう

チャレンジ 5

健康づくりに挑戦しよう

チャレンジ 3

のばそう！健康寿命
身近な場所で気軽にチャレンジ！

高齢者地域支援課介護予防推進係
☎5742－6733 は申し込みが必要

さあ！60
歳から

問い合わせ

　区では、13年度から、全ての就学児童が放課
後などを安心・安全に過ごし、遊びや学びを通
して健全な育成を図るため、「すまいるスクール
事業」に取り組んでいます。子どもたちは、学級
や学年が異なる仲間との活動を行い様々な社会
性を身に付けたり、地域ボランティアの協力によ
る伝統文化やスポーツなどの教室や地域活動へ
の参加を通して多様な体験をしています。
　運営経費については、ここ数年の年少人口の
増加に伴い登録者が増加傾向にあることから、
26年度決算で約11億1,400万円となっており、
そのうち区の負担が9割を超えている状況です。
　国の動向としては、共働き家庭などの「小1の壁」を打破する方策として、就労などにより
保護者が昼間家庭にいない児童に遊びや生活の場を提供し健全な育成を図る「放課後児童ク
ラブ」と、全ての児童を対象に地域住民などの参画を得て学習や体験・交流活動など行う「放
課後子ども教室」を一体的に運営するという「すまいるスクール」をモデルとした「放課後子
ども総合プラン」の推進を図っています。
　区では、今後も学校や地域との連携のもとに、全児童放課後等対策事業として子どもたちが
豊かな時間を過ごすことができるよう「すまいるスクール事業」を実施していきます。

日月～土曜日（祝日・年末年始を除く）放課後～午後6時
※学校が休みの日は午前9時～午後6時。
人品川区立小学校在籍児童、区内在住の国・公・私立小学校などに通う児童
￥年1,200円（保険料込）　※勉強会の参加費、各種教室の教材費は別。

問子ども育成課育成支援係☎5742－6596

認知症講演会
～支えあうまち　品川～
場きゅりあん大ホール（大井町駅前）

人区内在住か在勤の方800人（先着）
申電話かFAXで、講演会名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を
高齢者福祉課（☎5742－6802Fax5742－6881）へ

第一部 第二部
「認知症早期発見
 のススメ」
田久保秀樹
（荏原病院神経内科部長）

「母に歌う子守唄
 ～わたしの介護日誌～」
落合恵子
（作家）

運営経費総額
11億1,400万円

品川区
10億2,400万円（92.0％）

国
3,300万円（2.9％）

都
3,300万円（2.9％）

保護者
1,500万円（1.3％）

その他
900万円（0.9％）

【運営経費の負担内訳（26年度）】

すまいるスクールの運営状況についてお知らせします

すまいる
スクール

介護予防はじめの一歩

9月26日㈯
午後1時30分～4時30分

大井競馬場品川区長賞レース
「スマイルシティ・品川特別」特別席ご招待
日10月2日㈮午後8時15分出走
場大井競馬場（勝島2－1－2）
人20歳以上の方15組30人（抽選）
※選に漏れた方の中からも抽選で
指定席に15組30人を招待します。

申9月10日㈭（消印有効）までに、
はがきかFAXに「品川区長賞レー
ス」とし、代表者の住所・氏名・
生年月日（年齢）・電話番号、区
内在住・在勤・在学の別を総務
課（〠140－8715品川区役所☎
5742－6625Fax3774－6356）へ
○区ホームページから電子申請も
できます。

※手話通訳付き。

●大井競馬場では、9月14日㈪～18
日㈮、28日㈪～10月2日㈮は「東京
メトロポリタンウイーク」として23
区それぞれの魅力を発信します。
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   ご協力ください
■拠点回収
（古着、廃食用油、不用園芸土、小型家電＜特定品目＞）
9月12日㈯・26日㈯午前10時～正午＝小学校など
29カ所　小学校（台場・三木・第一日野・第三日野・
後地・小山・第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・
城南第二・立会・旗台・大井第一・延山・宮前・芳水・
伊藤）、小中一貫校（日野・伊藤・豊葉の杜学園）、地
域センター（品川第一・大崎第一・大井第二・大井第三・
八潮）、区役所、品川区清掃事務所　※雨天決行。

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

  フリーマーケット
■出店者募集
●9月5日㈯午前9時30分～午後2時
※雨天の場合は6日㈰。
募集数／50店　出店料／600円
場 申当日、しながわ区民公園（勝島3－2）へ
問守本☎3763－7613

■お越しください
●9月10日㈭午前9時30分～午後1時　※雨天中止。
場峰原公園（大崎3－17）
問菊田☎3490－8407

  リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）
地域センター・図書館などの区施設などに置いてあり
ます。10月号の掲載は9月18日㈮までに電話かFAX
でお申し込みください。

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

広町2－1－36　第三庁舎2階　☎5742－6933
営業時間／午前10時～午後5時30分
取扱商品／家具、インテリア用品、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に運送業者を紹
介します（運送料は有料）。

旗の台店
旗の台5－13－9　旗の台駅南口下車　☎5498－7803
営業時間／午前11時～午後7時（祝日は午後5時まで）
取扱商品／衣服など日用品
●旗の台店「婦人靴・バッグ、スポーツウェア」の
出品募集
日8月23日㈰～28日㈮午後1時～4時
※出品は1人1回限り10点まで、予約なしで身分証明書
を持ってお越しください。

問
品
川
区
清
掃
事
務
所

（
〠
１
４
１
–
０
０
３
２
大
崎
１
–
14
–
１
☎
３
４
９
０
–
７
０
９
８　
３
４
９
０
–
７
０
４
１
）

Fax

回収時間外に回収品目を施設に置いていく行為は
おやめください。

品川シルバー大学秋期 ｢うるおい塾｣

＊1  講師指定の教材・テキストなどを教材費で購入していただきます。
＊2 11/17・24は9:30～12:30。
＊3  9/29、10/6は10:00～12:00。毎日の食事に役立つ健康料理を基礎からしっかり学び、

作ります。
＊4  普段あまり運動をしていない方が対象です。
＊5  教室内での講義と、野外での撮影実習を2・3回行う予定です。コンパクトデジタル

カメラ向けですが、デジタル一眼カメラの方も申し込めます。
＊6  長時間早めの速度で区内を歩きます。歩行に自信がない方はご遠慮ください。
＊7  教室内での講義と、野外活動を行います。
＊8  ハーモニカをお持ちでない方は、初回までにＣ調の複音ハーモニカを購入してください。
＊9  教室では、Windows7・Word2010・Excel2010を使用します。
＊10  マウスの操作、日本語入力、Windowsの基礎を理解している方が対象です。
＊11  自宅で宿題プリントに取り組んでいただきます。
＊12  パソコンでインターネットを使え、これからフェイスブックを始めたい方が対象です。

フェイスブック参加には、個人情報の登録が必要です。

人区内在住で9月1日現在60歳以上の方各20人程度（抽選）
￥各2,000円（教材費別、保険料込）　※No.5は2,200円、No.23・24は2,500円、No.27は3,000円。
申 8月31日㈪（必着）までに、往復はがき（1教室1枚）でNo.、教室名、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、年齢、性別、電話番号、No. 23～
27はお使いのパソコンのWindowsのバージョンを文化観光課生涯学習係（〠140－8715品川区役所＜住所記入不要＞）へ
※募集要項は文化観光課（第二庁舎6階）、地域センター、文化センター、図書館、シルバーセンターなどで配布しています。
※本人以外の申し込みはできません。

№ 教室名 日程（全10回） 会場 教材費

1 楽しく上達  書道はじめ
の一歩＊1

10/2～12/18の金曜日
14:00～16:00

東品川文化センター
（東品川3－32－10） 300

2 初めての筆ペン習字＊1 9/30～12/9の水曜日
9:30～11:30

荏原第三区民集会所
（平塚1－13－18） 700

3 五七五で若返り・はじめ
ての川柳

9/30～12/9の水曜日
13:30～15:30

荏原文化センター
（中延1－9－15） ―

4 やさしいクレイフラワー
（粘土）＊1

10/8～12/10の木曜日
13:30～15:30

大崎第一区民集会所
（西五反田3－6－3） 5,000

5 初心者のための水彩画教
室＊1＊2

9/29～12/8の火曜日
9:30～11:30

中小企業センター
（西品川1－28－3） 6,000

6 折り紙を楽しむ＊1 9/25～12/4の金曜日
13:30～15:30

五反田文化センター
（西五反田6－5－1） 1,500

7 シニアのためのゆっくり
英会話＊1

9/25～12/4の金曜日
9:30～11:30

荏原第三区民集会所
（平塚1－13－18） 2,100

8 初めてのフランス語（英
語と較

くら

べて）＊1
9/29～12/8の火曜日
9:30～11:30

東品川文化センター
（東品川3－32－10） 1,700

9
SP音源で楽しむ昭和歌
謡史（銀幕スターの歌声）
＊1

10/9～12/18の金曜日
13:30～15:30

五反田文化センター
（西五反田6－5－1） 1,000

10 男の料理＊1＊3 9/29～12/8の火曜日
10:30～12:30

今井学院
（東五反田5－21－14） 9,000

11 はじめての囲碁を楽しむ 10/1～12/3の木曜日
9:30～11:30

五反田文化センター
（西五反田6－5－1） ―

12 初めてのテーブル抹茶＊1
10/6～12/15の火曜日
14:00～16:00

荏原文化センター
（中延1－9－15） 5,000

13 健康ウオーキングを楽しもう＊4
10/8～12/10の木曜日
9:30～11:30

品川第二区民集会所
（南品川5－3－20） ―

14 体スッキリストレッチ 10/1～12/3の木曜日
9:30～11:30

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11） ―

15 呼吸法とストレッチ体操＊1
10/9～12/11の金曜日
9:30～11:30

荏原第一区民集会所
（小山3－22－3） 400

16 やさしいフラダンス 9/24～12/3の木曜日
13:30～15:30

五反田文化センター
（西五反田6－5－1） ―

17 デジカメ撮影入門＊1＊5 9/25～12/4の金曜日9:30～11:30
荏原文化センター
（中延1－9－15） 1,000

18 ゆっくり学ぶオセロの勝ち方＊1
9/28～12/21の月曜日
9:30～11:30

東品川文化センター
（東品川3－32－10） 1,100

№ 教室名 日程（全10回） 会場 教材費

19 区内史跡を訪ね歩く＊6 9/29～12/8の火曜日
13:30～15:30

品川歴史館
（大井6－11－1）他 ―

20 ベランダガーデニング＊1＊7
10/2～12/11の金曜日
9:30～11:30

東品川文化センター
（東品川3－32－10） 5,700

21 楽しもう！ハーモニカ＊8
9/25～12/11の金曜日
9:20～11:20

荏原文化センター
（中延1－9－15） ―

22 コーラスの楽しみ 9/30～12/9の水曜日
9:30～11:30

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11） ―

23
楽しく活用・美しく残す
（デジカメ写真修整加工
入門）＊1＊9＊10

10/8～12/10の木曜日
9:30～12:00

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11） 2,300

24
基礎からじっくり
Word2010
＊1＊9＊10＊11

10/2～12/4の金曜日
9:30～12:00

中小企業センター
（西品川1－28－3） 2,700

25 Excel2010の初歩から＊1＊9＊10
9/25～12/11の金曜日
13:30～15:30

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11） 1,000

26 使える！インターネット活用術＊9＊10＊12
9/30～12/9の水曜日
14:30～16:30

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11） ―

27
Word＆Excel2010でつく
る生活に役立つ定番書類
＊1＊9＊10

10/1～12/3の木曜日
13:30～16:30

中小企業センター
（西品川1－28－3） 2,200

初心者向けの
入門講座を、
全10回のプロ
グラム構成で
開催します

文化観光課☎5742－6837問い合わせ

受講生募集

●インターネットを利用して回答する場合は、9月10日㈭から調査員が各世帯を訪問
し配布する「インタ－ネット回答の利用案内及びID・パスワ－ド」を使用してください。
●インターネットで回答しなかった世帯には、9月26日㈯から紙の調査票を配布しま
すので、郵送で提出してください。調査員に直接提出することもできます。
問地域活動課統計係☎5742－6869

27年国勢調査は、インターネット回答をご利用ください

勤務日時／週3日程度（時間交代制）
午前10時30分～午後5時
時給／900～1,100円（交通費支給）
内販売・受託品の受付など
※詳しくは直接店舗へお問い合わせください。

旗の台店アルバイト募集

　熱中症予防のポイントは、①水分をこまめにとる　②暑さを
避ける　③ 食事・休息をしっかりとる　ことです。
　気になることがある時は相談してください。
問各在宅介護支援センター
高齢者福祉課高齢者支援第一係☎5742－6729、高齢者支援第
二係☎5742－6730、保健医療・認知症対策係☎5742－6802

高齢者の
熱中症を
防ぎましょう！

■家庭用電気式生ごみ処理機購入費一部助成　電子
人区内在住で、家庭用電気式生ごみ処理機を購入予
定か購入日から3カ月未満の方
助成額／本体購入価格の3分の1（限度額20,000円）
申はがきに「生ごみ処理機」とし、住所、氏名、電
話番号、購入予定金額を品川区清掃事務所へ
※助成方法など詳しくはお問い合わせください。
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障心身障害者医療費助成受給者証が
9月1日から更新されます
現在、　受給者証をお持ちで、次にあて
はまる方には、8月31日㈪までに新しい
受給者証（水色）をお送りします。
・前年の所得が基準額以下
・後期高齢者医療受給者証をお持ちで住
民税が非課税
●次の全てにあてはまる方は、　 受給者
証が交付されます。まだ申請していない
方は、お問い合わせください。
①区内在住②身体障害者手帳1・2級（内
部機能障害は1～3級）か愛の手帳1・2度
③国民健康保険か社会保険などに加入し
ている④前年の所得が基準額以下
※65歳以上で新たに身体障害者手帳を取
得した方や、後期高齢者医療受給者証を
お持ちで住民税が課税されている方は、
対象になりません。
申健康保険証、身体障害者手帳か愛の手
帳、印鑑を持って、障害者福祉課（本庁
舎3階☎5742－6707）へ
※27年1月2日以降に区内に転入した方は、
前年の所得を証明するものが必要です。

第2回品川区子ども・子育て会議を
傍聴しませんか
日9月3日㈭午後3時～5時
場第一委員会室（議会棟6階）
内子ども・子育て計画の実施状況など
人10人（先着）
傍聴方法／当日午後2時30分から、会場
前で傍聴券を配付
託児／前日までに、電話で子ども育成課へ
問子ども育成課庶務係☎5742－6720

環状4号線の環境現況調査説明会
東京都は、東京都市計画道路幹線街路環
状第4号線とその延伸部（白金台交差点
～新港南橋交差点）の環境現況調査説明
会を開催します。
日①8月31日㈪②9月1日㈫③9月2日㈬
午後7時～8時30分
場①高輪区民センター（港区高輪1－16－
25）②アリアル会議室ANNEX（西五反
田1－3－8五反田御幸ビル2階）③港南小
学校体育館（港区港南4－3－28）
問東京都都市基盤部街路計画課☎5388－
3292（道路計画）、東京都道路建設部計
画課☎5320－5319（環境調査）、品川区
都市計画課☎5742－6760

中小企業パソコン教室
日時 内容

①9月9日㈬～11日㈮
午後6時～9時（全3回）

ウィンドウズ
8.1

②9月12日㈯午前9時30分～
午後4時30分・13日㈰午前9時
30分～午後0時30分（全2回）

パワーポイン
ト

③9月16日㈬
午前9時30分～午後4時30分

ワード
ちらし

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
①③各10人、②20人（先着）
￥①1,080円、②③各1,500円（テキスト代）
申火～金曜日の午前10時～正午か午後1
時～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・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

パパママ応援プログラム
（小学5・6年生コース） 電子

「思春期を見守る～親も子どもも自立のと
き」と題し、専門家から学びます。
日程

（全3回） テーマ 講師

10/1㈭ 思春期コーチ
ング（講義編）山口博美（心理カ

ウンセラー）10/2㈮ 思春期コーチ
ング（実践編）

10/16㈮
思春期の子ど
もに急増する
ネット依存

三原聡子（久里浜
医療センター臨床
心理士）

※時間は午前10時～正午。
場大井第三区民集会所（西大井4－1－8）
人区内在住の小学5・6年生のお子さんの
保護者、関心のある方80人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん12人（先着）
※おやつ代300円。
申9月15日㈫（消印有効）までに、往復
はがきかFAXに「小学5・6年」とし、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、講師
への質問、託児希望の方はお子さんの氏
名（ふりがな）・月年齢・性別を子ども育
成課庶務係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6720Fax5742－6351）へ

手づくり講習会と折り紙会
ペットボトルのキャップで小さな帽子型
ブローチを作ります。
日9月4日㈮
①午前10時～正午 ②午後1時～3時
人各20人（先着）
￥各200円（材料費）
場参当日、直接啓発展示室（第二庁舎3階）
へ
問消費者センター☎5718－7181

消費生活教室 ｢おしゃれに着こなそう
～似合う色と体型カバー術」
日9月9日㈬午後2時～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）
人30人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－7181
へ

発達障害・思春期サポート事業
第4回啓発講演会
日10月4日㈰午後1時30分～3時30分
場講堂（第三庁舎6階）
内「発達に遅れや偏りがある子どもの支
援～自尊感情と幸せに生きる力」
講師／安部博志（筑波大学附属大塚特別
支援学校主幹教諭）
人150人（先着）
￥500円（資料代）
申10月2日㈮（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
問障害者福祉課療育支援担当
☎5742－6389

健康大学しながわ2015第4回公開講座
日9月18日㈮午後7時～8時30分
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内「健康寿命をのばすには～今からでも
間に合う！生涯動ける体をつくろう！」
※手話通訳あり。
講師／渡辺雅之（東京学芸大学教授）
人150人（先着）
申9月8日㈫までに、電話かFAXで講座名、
氏名、電話・FAX番号を品川保健センター
（☎3474－2225Fax3474－2034）へ

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

講座・講演

レッツ スポーツ

№ 会場 日程 曜日 回数 開始時間 定員（抽選）

① 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2） 10月1日～29日

木
5回 13:45 70人

② 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

10月22・29日
12月3日～24日 各6回

  9:45
各60人

③ 11:45
④ 品川学園温水プール
（北品川3－9－30） 11月27日 金 各1回

  9:45
各80人

⑤ 11:45
※時間は1時間。

高齢者や低体力者を対象とした「プールで歩く運動教室」です。プールで歩く運動は、
膝や腰に負担をかけずに効果的にできます。泳いだり、プールに顔をつけることは行
いません。

￥①2,500円 ②③各3,000円 ④⑤各500円
申9月1日㈫（必着）までに、往復はがきで教室名、№、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号を品川健康センター（〠140－0001北品川3－11－22☎5782－
8507）へ　※おおむね1年以内に受けた健康診断などの結果表が必要です。

水中散歩教室

●バスケットボール大会
日9月20日㈰・26日㈯・27日㈰、
10月3日㈯・4日㈰・10日㈯・17
日㈯
場総合体育館、戸越体育館
内一般男子・女子
￥1チーム3,000円
申9月3日㈭までに、費用を持っ
てスポーツ協会へ
※代表者会議は9月9日㈬午後7
時から総合体育館。
●なぎなた大会
日10月4日㈰
場南大井文化センター
（南大井1－12－6）
内団体戦（5人1組）、演技競技
￥500円、小中高生300円
申9月2日㈬までに、費用を持っ
てスポーツ協会へ

●陸上競技
日11月1日㈰
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）
内小学3・4年男子・女子（80m）、小学5・6年
男子・女子（100・800m）、小学男子・女子（走
り幅跳び）、中学男子（100・200・1,500・
3,000m、400mリレー、走り幅跳び、走り高跳
び、砲丸投げ）、中学女子（100・200・800・
1,500m、400mリレー、走り幅跳び、走り高跳び）、
壮年男子＜40歳以上＞（60・5,000m）、壮年
男子＜50歳以上・60歳以上＞（3,000m）、一
般男子（高校生含む）（100・200・400・1,500・
5,000m、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）、
一般女子＜高校生含む＞（100・200・1,500m、
走り幅跳び、走り高跳び）
※リレーを除き1人2種目まで参加可。
￥500円、小中高生300円
申9月20日㈰までに、費用を持ってスポーツ協
会へ

第65回品川区民スポーツ大会（秋季）

「太極拳ゆったり体操」講習会
太極拳の特徴的な動作を取り入れた介護予防・リハビリにも用いられる体操です。
日9月9日㈬午前9時30分～11時（午前9時15分開場）
人30人（先着）　￥500円
主催／品川区武術太極拳連盟
場参当日、運動のできる服装で、上履きと費用を持って総合体育館へ

初級・中級バドミントン教室
日10月1日～29日の木曜日午後7時～9時（全5回）　場総合体育館
人学生を除く16歳以上の方50人　￥5,000円
申9月11日㈮（消印有効）までに、往復はがきかFAXで教室名、初級・中級の別、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話・FAX番号をスポーツ協会へ

荏原水泳教室　シルバーコース
日10月7日～12月9日の水曜日午前11時30分～午後1時（全10回）
人60歳以上で健康な方50人（抽選）
※9月25日㈮午前11時から行う説明会で、過去1年以内の健康診断結果の写しを
提出していただきます。
￥1,400円（保険料込、入場料別）　※70歳以上の方は、入場料無料。
場 申9月7日㈪（必着）までに、往復はがきでコース名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を荏原文化センター（〠142－0053中延1－9－15☎3785－
1241）へ

初級・中級硬式テニス教室（午前）
日10月19日～12月14日の月曜日午前11時～午後1時（全8回）
※11月23日㈷を除く。　※雨天予備日は12月21日㈪・28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（先着）　￥10,000円（保険料込）
主催／品川区テニス連盟
申9月16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

障

障

本紙6月11日号でお知らせした「スポクラ・しながわ」の事業について、学校工
事などのため、開催場所・日時などを変更する場合があります。参加する場合は、
事前にお問い合わせください。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係
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問子ども家庭支援課臨時給付金担当☎5742－6721・9174

環境学習講座　大人のおもしろ気象学
天気の不思議について学びます。
日9月13日㈰午後2時～4時
講師／平沼洋司（元気象庁予報官気象予
報士）
人中学生以上の方30人（先着）
場申9月7日㈪までに、往復はがきかFAX
で講座名、住所、氏名、年齢、電話・
FAX番号を環境情報活動センター（〠
140－8715品川区役所第三庁舎3階☎・
Fax5742－6533）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

小中高生と赤ちゃんとのふれあい事業
～ファシリテーター（進行役）養成講座
日9月29日㈫午後2時～4時30分
場354会議室（第三庁舎5階）
内事業の意義、進行役の役割など
講師／寺田清美（東京成徳短期大学教授）
人区内在住で、20歳以上の方15人（先着）
申9月15日㈫までに、往復はがきかFAXで
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話・FAX
番号を大井倉田児童センター（〠140－
0014大井4－11－34☎3776－4881 Fax
3776－4900）へ
○実習と後期講座があります。詳しくは
お問い合わせください。

立正大学文学部公開講座　琉
りゅうきゅう

球を魅
み

せる（琉球の文化・歴史・文学） 電子
日9月30日～10月28日の水曜日
午後6時30分～8時30分（全5回）
場立正大学（大崎4－2－16）
内「歴史」「祭り」「文学」「歌」「踊り」
講師／村井章介（同大学文学部教授）他
人16歳以上の方300人（抽選）
申9月18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、電話番号を文化観光課生涯学習係へ

障害者移動支援従事者（障害者ガイ
ドヘルパー）養成研修
研修を修了すると知的障害児・者などの
外出サービスを行うことができます。
日9月5日㈯・6日㈰
午前9時30分～午後5時30分（全2回）
※他に6時間30分の実習あり。
場西大井ほっとサロン（西大井3－1－4）
人30人（先着）
￥8,000円、学生・区内在住の方5,000
円（教材費・実習費込）
申8月31日㈪までに、電話かFAX、Eメー
ルでみらい（☎6429－8110 Fax6429－
8111 kensyu2015@npo-mirai.org）へ
問障害者福祉課知的障害者福祉担当
☎5742－6711

区民プロデュース型講座 ｢オセロ教室｣
日9月27日㈰、10月25日㈰、11月29日㈰、
12月20日㈰、28年1月24日㈰
午後2時～4時（全5回）
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
講師／中島哲也・末国誠・小出諭（日本
オセロ連盟公認指導員）
人30人（抽選）
運営／オセロを楽しむ会
申9月9日㈬（必着）までに、往復はがき
に「オセロを楽しむ会」とし、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号を文化観
光課文化振興係へ

ウェルカムセンター原・交流施設の教室
①美顔＆リフトアップ「プラチナ美容塾」
日9月11日㈮・18日㈮・25日㈮
午後1時30分～3時30分（全3回）
人16人（抽選）
￥2,000円
場 申8月31日㈪（必着）までに、往復は
がきに「美容塾」とし、住所、氏名、年齢、
電話番号を同施設（〠140－0015西大井
2－5－21）へ
②水曜日は「朝から健康チェック」
日9月2日～11月25日の水曜日
午前9時～9時30分（全10回）
※9月16日、10月21日、11月18日を除く。
内ラジオ体操と身体計測による健康管理
場参当日動きやすい服装で、直接同施設へ
───────共　　通───────
問同施設☎5742－4660
大井第三地域センター☎3773－2000

東品川文化センター利用者協議会教室
初心者押し花教室（押し花クラブ）
日9月19日㈯、10月3日㈯・17日㈯、11
月14日㈯・21日㈯、12月12日㈯午後1時
～3時（全6回）
人10人（抽選）
￥2,000円（教材費）
場申9月7日㈪（消印有効）までに、往復
はがきで教室名、住所、氏名、電話番号
を同センター（〠140－0002東品川3－
32－10☎3472－2941）へ

ファミリー・サポート・センター
提供会員養成講座
地域のなかで、子育てのサポートをして
くれる方の養成講座です。
日9月14日㈪・15日㈫・16日㈬
午前9時30分～午後3時（全3回）
※15日は正午まで。16日は午前9時から。
内事業概要、現代の子育てについて、救
急法実習、保育園での保育実習など
人区内在住で、20歳以上の子育てに関心
のある方20人（抽選）

￥1,400円（教材費）
場 申9月3日㈭（消印有効）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、受講の理由を品
川区社会福祉協議会（〠140－0014大井
1－14－1☎5718－7185）へ

秋の子ども読書フェア 電子
人形劇「ブレーメンのおんがくたい」
日10月4日㈰
①午前11時～正午②午後2時～3時
場荏原文化センター（中延1－9－15）
出演／人形劇団こぱん
人3歳以上のお子さんと保護者各135人
（抽選）
申9月4日㈮（必着）までに、往復はがき
（1枚5人まで）に「人形劇」とし、希望
番号、参加者全員の住所・氏名（ふりがな）、
お子さんの年齢、電話番号を品川図書館
（〠140－0001北品川2－32－3☎3471
－4667）へ

品川区障害者作品展  出展作品募集
部門 仕様

書　道
半切（348mm×1,360mm）以下
懐紙（500mm×364mm）
巻き物、額、短冊

絵　画 10号（530mm×455mm）以下
※額付きも可

手工芸＊ 縦×横×高さ各50cm以内
※倒れないようなものとする

＊陶芸、アクセサリー、編み物など。
日11月20日㈮午後1時～6時
21日㈯午前9時～午後9時20分
22日㈰午前9時～午後4時20分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人区内在住で、身体障害者手帳・愛の手帳・
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方か
区内障害福祉サービス利用者
申10月21日㈬（必着）までに、障害者福
祉課、障害者福祉施設などで配布する申
込用紙を同課福祉改革担当（〠140－
8715品川区役所本庁舎3階☎5742－
6762）へ郵送か持参
●作品受付・返却は障害者福祉課窓口で
す。
作品受付／10月26日㈪～30日㈮
作品返却／11月25日㈬～27日㈮

品川＆早川ふるさと交流
そば打ち体験ツアー
恵林寺と昇仙峡を見学し、自分で作った
そばを楽しみます。
日10月24日㈯～25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23人（抽選）
￥11,000円、小学生以下7,000円（交通
費、宿泊費など）
申9月2日㈬（必着）までに、はがきか
FAXに「そば打ち」とし、参加者全員の
住所・氏名・年齢・性別・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
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

品川＆早川ふるさと交流
身延赤沢ハイキングと奈良田の里
ロープウエイで身延山を登り、早川町ま
でハイキングします。
日10月31日㈯～11月1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）
人区内在住か在勤の方23人（抽選）
￥12,000円、小学生以下8,000円（交通
費、宿泊費など）
申9月2日㈬（必着）までに、はがきか
FAXに「ハイキング」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
ナイトハイクプランムササビウオッチング
空飛ぶムササビが夜の森へ出かける様子
を、ガイドと一緒に観察しましょう。
日10月5日㈪～30日㈮のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の5歳以上の方
￥7,250円、5歳～小学生6,620円（1泊
2食付き宿泊費・プログラム参加費込）
※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

よい仕事おこしフェア
約350の会社・団体が展示・商談などを
行います。「メードイン品川」ブランド認
定製品・技術のブースも設置します。
日9月8日㈫・9日㈬午前10時～午後6時
※9日は午後4時まで。
場東京国際フォーラム
（千代田区丸の内3－5－1）
主催／城南信用金庫
問商業・ものづくり課企業支援係
☎5498－6333

催　し

消費税の引き上げに伴い、所得の低い方の負担を軽
減することを目的とし、臨時的な措置として給付され
る臨時福祉給付金の申請受付が始まります。対象の方
には9月上旬に申請書を送ります。
対象／27年1月1日に品川区に住民登録があり、27年
度の住民税が非課税の方
※上記に当てはまる中長期・特別永住の外国人住民（住
民基本台帳法第30条の45の表の上欄）の方も対象。
※住民税が課税されている方に扶養されている方、生
活保護を受けている方、中国残留邦人等の支援給付を
受けている方、ハンセン病療養所非入所者給与金・援
護を受けている方は対象となりません。
支給額／1人6,000円
※今年度は、加算はありません。

申9月1日㈫～28年2月29日㈪に、申請書と
添付書類を品川区臨時給付金事務センター
（〠141－8775西品川1－28－3中小企業セ
ンター4階）へ郵送
※最寄りの地域センターで申請書の記入の
手伝いや添付書類のコピーなどを行います。
※外出が困難な方は、シルバー人材センター
から訪問し申請書記入の手伝いなどをしま
すのでコールセンターにご相談ください。
※DVの被害などを受けている方などは、ご
相談ください。
受取方法／指定の口座に入金
※申請書・添付書類を受領後、入金まで2カ
月程度の時間がかかります。

●コールセンター　☎3787－1301　月～金曜日午前8時30分～午後5時15分
○振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。自宅や職場などに区市町村や厚生労働省（の職
員）などをかたった不審な電話がかかってきたら、迷わずにコールセンターや警察署（警察相談専用
電話☎＃9110）に連絡ください。

臨時福祉給付金の申請受付が始まります27年度

●代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人数などを電
話かFAX、ホームページ予約フォームで各施設へ直接お申し込みください。
※予約受付は先着順。ただし、繁忙期は抽選、締め切りはそれぞれの受付
開始月の月末。
※光林荘は、8月21日㈮～26日㈬、9月2日㈬・3日㈭・7日㈪～10日㈭・
14日㈪～17日㈭は小学校夏季施設などの利用により、一般の方は利用で
きません。
※区民の方は区の補助により料金の割引があるので、宿泊時に住所などが
確認できるもの（運転免許証、健康保険証、社員証など、障害者の方は障
害者手帳など）を宿泊者全員分お持ちください。確認できない場合は、補
助は受けられません。
○詳しくはホームページをご覧いただくか、上記施設へお問い合わせください。

区民の方
（区内在住・在勤）

利用月の6カ月前の1日より
3月分の受付／9月1日㈫より

区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

予約受付　　午前9時～午後6時

保養所をご利用ください！
伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321  Fax0557－35－0345
www.shinagawasou.com/

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

品川荘

光林荘

問地域活動課☎5742－6687
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● 9月1日は防災の日
● マイナンバーをお届けします
● 自殺対策強化月間

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　9月1日号

　

平成27年（2015）

8/21
1967号

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。

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

　★9月のプラネタリウム
日内土・日曜日、祝日①午前11時＝親子向け投影 ｢なつとあきのおほしさ
ま｣「リーベルタース天文台だより～秋の星座の物語」②午後1時30分③
午後3時30分＝特集のお話「幸運の星を探そう～秋の星座物語」④11日㈮
午後7時＝ヒーリングプラネタリウム
※①～③の前半は当日の星空解説。投影時間は約50分。
※9月5日㈯①～③、12日㈯③、26日㈯③は休止。
人①小学3年生以下のお子さんと保護者86人②③④各86人（先着）
※小学生未満は保護者同伴。
￥各200円、4歳～中学生50円　観覧方法／当日、会場へ

■1日限定!五反田宇宙ミュージアム
日9月5日㈯午前10時～午後5時
（入場は午後4時30分まで）

親子シート
もあるよ

開設時間／月～金曜日午前9時～午後5時　※祝日・年末年始を除く。
就業相談・紹介
ハローワーク品川の専門相談員が相談を受けます。
求人検索
パソコンで求人情報を検索できます。
内職相談・あっせん
区内在住の方に今までの経験を生かせる事業所を紹介します。

○雇用保険（失業保険）関係、職業訓練相談や事業所の求人受理な
どはハローワーク品川（港区芝大門1－3－4☎3433－8609）へ。

  1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣
天体写真家による、星空の生解説です。
日9月12日㈯午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（抽選）
￥300円、小・中学生100円

  2 9月の天体観望会「月」
日9月25日㈮午後7時～8時30分
講師／松谷研、宮坂憲央
人80人（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。

  3 天文講演会「名月と秋の星めぐり」
日9月26日㈯午後3時30分～5時
講師／林完次（天体写真家）　

人小学生以上の方86人（抽選）
￥300円、小・中学生100円

申1は9月1日㈫、23は9月15日㈫（必着）までに、往復はがき（4人まで）で講座名、
住所、電話番号、参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・学年を同センターへ
※定員に満たない場合は、1は9月3日㈭、23は9月17日㈭午前10時から電話受付（先着）。

共通

「働きたい！」思いを応援するため、就業支援に取り組んでいます。
あなたの働きたいを応援します！ あなたの働きたいを応援します！ 

子育て中の再就職や家庭と仕事の両立を支援します。
女性向け就業相談
日月曜日午前10時～午後5時、金曜日午前10時～正午
（祝日・年末年始を除く）※1回50分（予約制）。

女性活躍応援プロジェクト
事前研修（4日間）と区内中小企業での職場実習（最長
2カ月）を経て、実習先での雇用をめざします。
人同一企業での就業歴が1年以上あり、育児・出産・介
護などにより1度退職し、再就職を希望する女性の方
事業説明・登録会／9月17日㈭・29日㈫、10月1日㈭
午後1時～3時　※いずれか1日参加。
事前研修／10月5日㈪・6日㈫・8日㈭・9日㈮
職場実習／10月中旬以降
※実習期間中は実習時間により助成金が支給されます。
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

39歳以下の方の就職活動を支援します。
わかもの就業相談
日火～金曜日午後1時～5時
（祝日・年末年始を除く）
※1回50分（予約制）。

就活スタートアップ講座
日程（全2回） 内容

9月 3 日㈭ こんな時どう書く？
応募書類作成のコツ

9月10日㈭ 伝わる！
人事のココロをつかむ面接術

※時間は午後1時30分～4時30分。
※1日のみの参加も可。
場中小企業センター
講師／茶木敏之（就職アドバイザー）
人39歳以下で就職活動中の方20人（先着）
申電話で、商業・ものづくり課就業担当へ

参加者募集

品川区就業センター（中小企業センター1階☎5498－6353） 若者支援 女性支援

問い合わせ 商業・ものづくり課就業担当（西品川1－28－3中小企業センター2階☎5498－6352）

日9月9日㈬午後1時30分～4時（受付は午後1時～3時30分）
人区内中小企業に就職を希望する方
参加企業数／5社程度
場 参当日、履歴書を持って中小企業センターへ
※詳しくはハローワーク品川のホームページをご覧いただ
くかお問い合わせください。

1 都道府県・区市町村に対する寄附金税額控除制度の拡充
（1）特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げます。
※28年度分（27年中の寄附分）以後の個人住民税について適用。
●所得税・住民税の控除額のイメージ

（2）確定申告が不要な給与所得者などについて、寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先団体に申請する
ことにより確定申告不要で控除が受けられる手続きの特例（ふるさと納税ワンストップ特例制度）を創設し
ました。※27年4月1日以後に行われた寄附について適用。
●ワンストップ特例制度のイメージ

2 住宅借入金等特別税額控除適用期限を
平成31年6月30日まで1年6カ月延長します

住宅ローンを利用してマイホームの新築・購入・増改築などをし
たとき、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方で
所得税から控除しきれなかった額がある場合、翌年度の住民税（所
得割）の税額控除を受けることができます。

3 国外に居住する親族に係る扶養控除などの
書類の添付義務化

国外居住の親族に係る扶養控除などの適用を受ける場合、住民税
申告書などに親族関係書類・送金関係書類を添付することなどが
義務付けられます。※29年度分以後の個人住民税について適用。

税に関するお知らせ 税務課課税担当
☎5742－6663～6

品川法人会社会貢献活動　ふれあい寄席
日10月16日㈮午後5時30分開演
場きゅりあん（大井町駅前）
出演／桂歌丸、桂小文治、立川談修、コント青年団他
※福祉施設バザーも実施します。
人700人（先着）
申9月18日㈮までに、はがきかFAXで代表者の住所・氏名・
電話番号、人数を品川法人会（〠140－0004南品川2－7－6
☎3474－7449Fax3474－4579）へ
※10月初旬からチケット発送。
※車いすでの入場希望の方は、同会へお問い合わせください。

適用
下限額
2,000円

所得税の控除額
（寄附額－2,000円）

×所得税率

住民税の控除額（基本分）
（寄附額－2,000円）
×住民税率（10％）

住民税の控除額（特例分）
所得割額の2割を限度

控除外 控除額

この部分を1割から2割に拡充しました

寄附を行った方

住所地区市町村

寄附先の自治体

①寄附、申告特例申請書の提出

②控除に必要な情報を連絡
③ 寄附をした翌年度分の
住民税の減額 ※給与所得者の方でも、医療費控除など

の控除がある場合は、従来どおり税務署
で確定申告が必要です。

確定申告が不要な給与所得者等が対象
寄附先が5団体以内の場合で、
確定申告・住民税申告を行わない場合

個人住民税（特別区民税・都民税）の
一部が変わります 問い合わせ

お昼のくつろぎプラネタリウム（無料）
日水・木曜日午後0時35分～50分


