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ティーンズティーンズ
コンサートコンサート
区内小区内小学生、中学生、高校生、大
学生、社会人によるコラボレーショ
ンコンサート
日10月10日㈯午後2時開演
（午後1時30分開場）
場スクエア荏原ひらつかホール
（荏原4－5－28）
内第一部：各団体によるコンサート
第二部：合同演奏「ふるさと」　他
出演／豊葉の杜学園、荏原第六中学校、
戸越台中学校、文教大学付属中学・高
等学校、昭和大学、ソニー混声合唱団

品川区民芸術祭2015
区にゆかりのある音楽家・芸術家や区内で
活動しているグループによるコンサートや
美術展を開催します。

問い合わせ／／文化観光課文化振興係☎5742－6836　品川文化振興事業団☎5479－4112
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東京吹奏楽団  in  しながわ東京吹奏楽団  in  しながわ
公募による区内小中高生が共
演する夢のステージと東京吹
奏楽団の迫力ある演奏
日10月25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）
内第一部：組曲「しながわ物語」よりカッパの祭り、
旅立ちのとき　他
第二部：ラテンメドレー、タイプライター　他
ナビゲーター／青島広志　指揮／船橋洋介
￥500円（全席指定）
問チケットセンターCURIA（キュリア）☎5479－4140
 www.shinagawa-culture.or.jp/

品川区民品川区民作品展作品展
区民の皆さんの趣味や文化
芸術活動の発表
日11月11日㈬午後1時～7時
12日㈭～14日㈯午前10時～午後7時
15日㈰午前10時～午後3時
場スクエア荏原イベントホール
内書道、写真、絵画、手工芸、華道、
その他の6部門に分けて展示

しながわアマチュアしながわアマチュア
ステージステージ
ダンスや音楽、芸能、邦楽、クラシッ
クなど区内で活動する団体やサーク
ルの日頃の成果を発表
日程・内容など詳しくはパンフレットを
ご覧いただくかお問い合わせください。

チケット
好評発売中

○芸術祭の内容はパンフレットやポスター・ちらしをご覧ください。パンフレットは、区施設やきゅりあんなどで配布しています。

企画展
日本初の女性報道写真家　笹本恒子100歳展

品川区生まれの笹本さ
んが戦前から戦後に撮
影した著名人の肖像写
真や、昭和史を象徴す
る出来事をおさめた写
真など約130点を展示
日10月16日㈮～11月11

日㈬午前10時～午後6時
※木曜日休館。金曜日は午後8時まで。
￥500円
※高校生以下、障害のある方、70歳
以上の方は無料。
場問Ｏ美術館（大崎駅前大崎ニュー
シティ2号館2階☎3495－4040）

品川にゆかりのあるアーティスト7人が集まり、作品を展示
日11月13日㈮～15日㈰午前10時～午後6時
※15日は午後3時まで。
場スクエア荏原展示室

しながわアーティスト展2015
品川を拠点に活動するイラストレーター、造形作家、
劇団、ダンサー、演出家など様々なジャンルのアー
ティストがオリジナル作品を披露
日10月3日㈯・4日㈰午前10時～午後6時　※4日は午後4時まで。
場メイプルセンター（西大井駅前）
○地域センターや文化センターなど区施設で配布する「アー
ト巡りMAP」を持って、しながわの街とアートもお楽しみく
ださい。

しながわアーティスト展2015 日本初の女性報道写真家　笹本恒子100歳展

しながわアーティスト7人展

9月12日㈯～11月29日㈰

入場
無料

入場
無料

入場
無料

入場
無料

入場
無料
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ファイル情報 
キッズクラブ

　パパズプログラム
　「親子で謎ときウオークラリー＆被災地支援バーベキュー」

日10月18日㈰午前10時～午後2時30分頃
場しながわ区民公園（勝島3－2）
人区内在住で、小学生のお子さんと父親40組（抽選）
￥1人500円（材料費・保険料込）
運営／しながわ役立ち隊
申10月1日㈭（必着）までに、往復はがきに「ウオークラリー」とし、住所、
氏名、電話番号、お子さんの氏名（ふりがな）・学年を子ども育成課庶務係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6720）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

　「食事処（どこ
ろ ）東品川・大井林町・身近なお店」へ出かけてみませんか

　月1回、手作りの食事
をいただきながら、楽
しいひとときを過ごしま
しょう。
　栄養に関する話やミニ
体操など介護予防につい
ても学びます。
日10月～28年3月（全6回）
人区内在住で自力で会場への往復ができる65歳以上の方①②各15人③24人（抽選）
￥①②各2,400円③1回500円
申9月29日㈫までに、電話で高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733へ

　認知症を予防します！「いきいき脳の健康教室」～後期参加者募集
週1回の教室で30分程度の簡
単な読み書き・計算を、学習
サポーターと一緒に行います。
自宅で毎日10分程度の学習も
あります。教室の懇談コーナー
で学習仲間とおしゃべりも楽
しめます。
日10月27日～28年3月午前9時30分～11時30分
人区内在住で1人で教室へ通え、10月19日㈪午前（第二庁舎5階251会議室）に行
う説明会に出席できる65歳以上の方各24～36人（抽選）
￥各月2,600円（教材費など）
申10月1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

シニアクラブ

日時 会場
①第4金曜日
正午～午後1時30分

東品川シルバーセンター
（東品川3－32－10）　

②第3火曜日
午前11時30分～午後1時

大井林町高齢者住宅
（東大井4－9－1）　

③第3金曜日
午前11時30分～午後1時
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（小山2－6－18）

会場 曜日
荏原いきいき倶楽部（荏原6－2－8） 火
いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11） 火
品川第一区民集会所（北品川3－11－16） 水
ゆたかシルバーセンター（豊町3－2－15） 木
山中いきいき広場（大井3ー7－19） 金
こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11） 金

9月21日㈷・敬老の日は、シルバーセンターを開館します
9月24日㈭は振替休館ですが、夜間使用はできます。
問高齢者地域支援課シルバーセンター係☎5742－6946

キリトリ線

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 11/15㈰ 9:30～12:30

13:30～16:30
荏原保健
センター 11/ 7㈯ 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10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
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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。

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）

9月13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）

9月13日㈰

　　　佐川医院 南大井 4 － 8 －12 ☎3761－8580
　　　千葉歯科クリニック 大　井 1 －43－ 8 ☎5709－6651
　　　トミヤマ歯科クリニック 旗の台 5 －14－ 3 ☎5498－1184
　　　品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
　　　せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161

9月20日㈰

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
　　　ブラン品川大井町歯科 大　井 1 －37－ 8 ☎3777－1182
　　　まぶち歯科医院 旗の台 5 － 6 － 7 ☎3788－8211
　　　大井整骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
　　　昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

9月12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

9月19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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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 

9月21日㈷は、年齢の確認のできるものを提示すると65歳以上
の方の入館料が100円になります。
開館時間／午前10時～午後5時（入館は閉館30分前まで）
※シルバーウイーク期間中の9月19日㈯～22日㉁は開館時間を
1時間延長して、午後6時まで営業。
休館日／火曜日　※9月22日㉁は開館。
￥1,350円（800円）、小・中学生600円（400円）、4歳以上
300円（200円）、65歳以上1,200円（700円）
※区内在住・在勤・在学の方は各自、住所など（65歳以上の方は
年齢も）確認のできるものの提示でかっこ内の料金になります。
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/）

新しい創造のカタチ in しな水～アール・ブリュッ
ト展を開催します

欧州を中心に話題を呼んでいるアール・ブリュット作品を、し
ながわ水族館内で展示します。障害のある方の作品から伝わる
創造することの豊かさや無限の可能性に触れてみませんか。
日9月16日㈬～10月12日㈷（休館日を除く）
問障害者福祉課福祉改革担当（☎5742－6762Fax3775－2000）

しながわ水族館「敬老の日」シルバーサービス
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27年度就学援助の申請を受け付け
ています
公立小・中学校にお子さんが通学してい
る保護者に、学用品費や給食費などを援
助します。援助を受けるには、区内在住
で所得が限度額を超えないなど一定の要
件があります。援助費は申請した月から
28年3月まで支給します。
※詳しくはお問い合わせください。
※26年度認定されていた方もあらためて
申請してください。
申28年2月5日㈮（消印有効）までに、学
務課か学校で配布する申請書を学務課学
事係（〠140－8715品川区役所第二庁舎
7階☎5742－6828）へ郵送か持参

国民健康保険医療費通知を送付し
ます
　品川区国民健康保険の加入者へ、27年
1～6月に医療機関・柔道整復師（接骨師）
で受診した際の医療費・施術費の月額を
お知らせします。医療機関などから請求
があった医療（施術）費のうち月額（10割）
が10,000円以上のものを対象とし、請求
が遅れている場合は除きます。
　なお、今回より通知の宛先を個人情報
保護のため、世帯主から個人に変更しま
す（18歳到達後最初の3月31日までは世
帯主宛）。
　この通知は皆さんの健康づくりに役立
てていただくためにお送りしています。
特に手続きの必要はありません。
問国保医療年金課給付係☎5742－6677

消費者特別相談
「高齢者被害特別相談」
振り込め詐欺や怪しげな投資話など、高
齢者の財産を狙ったトラブルが後を絶ち
ません。おかしいなと思ったら、すぐに
消費者センターにご相談ください。
日9月15日㈫～17日㈭
午前9時～午後4時
場申来所する前に電話で消費者センター
（大井1－14－1☎5718－7182）へ
※電話のみの相談も可。

第137回高齢者と介護者のための料
理教室「若さの秘けつ」
日9月29日㈫午後1時30分～4時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人20人（先着）
￥600円
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
申9月22日㉁までに、電話で成幸ホーム
☎3787－5393へ

品川区合同就職説明会
日10月5日㈪午後1時～4時30分
※受付は午後0時30分～4時。
内区内中小企業約30社の企業説明ブース
や中小企業ＰＲコーナーなど
人おおむね30歳以下（新卒者を含む）で
区内中小企業に就職を希望する方
場参当日、大崎ブライトコアホール（北
品川5－5－15大崎ブライトコア3階）へ
問商業・ものづくり課就業担当
☎5498－6352

消費者センター出前講座を利用しま
せんか
消費生活相談員がご希望の場所に行き、
消費者トラブルの現状、被害防止の方策
などをわかりやすく話します。町会や地
域の集会、学校など10人以上の集まりで
ご利用ください。
※時間は30分から2時間程度。DVDなど
の映像を取り入れた講座もできます。　
申開催の21日前までに、消費者センター
で配布する申込書を同センター（大井1－
14－1☎5718－7181Fax5718－7183）
へFAXか持参
※申込書は区のホームページからダウン
ロードもできます。

ウーマンズビジネスグランプリ
2016 i

イ ン

n 品川　エントリー募集
28年2月28日に開催する女性起業家のた
めのビジネスプランコンテストのエント
リーを募集しています。
日12月12日㈯午後6時まで
人次のいずれかにあてはまる20歳以上の
女性
・おおむね1年以内に起業予定
・起業後、おおむね5年以内
・既存事業とは異なる新規の事業を立ち
上げようとしている
※エントリー後、書類・プレゼンテーショ
ン審査があります。詳しくは musashi
koyama-sc.jp/をご覧いただくか武蔵小
山創業支援センターまでお問い合わせく
ださい。
問武蔵小山創業支援センター☎5749－
4540
商業・ものづくり課☎5498－6352

介護者教室
日10月17日㈯午後1時～3時
内服薬について（管理の重要性・誤薬の
危険性）
講師／大木一正（クリーン薬局薬剤師）
人20人（先着）
場申10月16日㈮までに、電話で東品川在
宅サービスセンター（東品川3－1－8☎
5479－2946）へ

講座・講演

合同就職説明会事前セミナー
「応募書類と面接対策」
採用担当者の考えや視点を押さえながら、
書類・面接選考で注意すべきポイントを理
解していきます。
日10月1日㈭午後1時30分～4時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／新井宏志（就職アドバイザー）
人就職活動中の39歳までの方20人（先着）
申電話で、商業・ものづくり課就業担当
☎5498－6352へ
※10月5日㈪に開催する「品川区合同就職
説明会」の活用法も紹介します。

みどりの園芸講座
冬から春まで楽しめる寄せ植え作り
カントリー風のウッドボックスに寄せ植え
をしてみませんか。
日11月1日㈰①午前10時～正午②午後1時
30分～3時30分
場251会議室（第二庁舎5階）
講師／原由紀子（生活園芸家）
人区内在住か在勤の方各50人（抽選）
￥各1,000円（教材費）
申10月2日㈮（消印有効）までに、往復は
がきで講座名、希望番号、住所、氏名、電
話番号を公園課みどりの係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6799）へ

ボランティア養成講座
地域での読み聞かせ　　　　  　電子

読み聞かせのためのワークショップです。
日11月13日㈮・20日㈮・27日㈮
午前10時～正午（全3回）
人全回出席できる、区内で読み聞かせ活動
をしている方30人（抽選）
申10月9日㈮（必着）までに、往復はがき
で講座名、住所、氏名、電話番号、活動し
ている施設名を品川図書館（〠140－
0001北品川2－32－3☎3471－4667）へ
※電子申請は10月9日㈮午後5時まで。

マンション管理セミナー
「マンショントラブル解決法」　　電子

日10月17日㈯午後1時～3時
場講堂（第三庁舎6階）　
講師／柄澤昌樹・船島伸広（弁護士）
人分譲マンションの居住者や管理組合役
員の方、関心のある方100人（先着）
※定員を超えた場合は区内在住の方優先。
申電話かはがき、FAXで「マンション管
理セミナー」とし、代表者の住所・氏名・
電話番号、マンション名、参加人数、質問
事項を都市計画課住宅運営担当（〠140－
8715品川区役所☎5742－6777Fax5742
－6889）へ

子育て支援講座「完璧な親なんてい
ない!（NPプログラム）」
誰でも初めての子育てに戸惑ったり、悩ん
だり。みんなで語り合いながら、自分らし
い子育てをみつけてみませんか。
日11月13日～12月25日の金曜日
午前9時30分～11時30分（全7回）
場荏原第三区民集会所（平塚1－13－18）
人区内在住で、初めてのお子さんがおおむ
ね3歳未満の母親15人（先着）
※託児あり（無料）。
￥2,000円（テキスト代込）
申10月29日㈭（消印有効）までに、往復
はがきかFAX、Eメールで講座名、住所、
氏名、電話番号、託児希望の方はお子さ
んの氏名・生年月日をふれあいの家－おば
ちゃんち（〠140－0001北品川2－28－
19☎・Fax3471－8610 fureai@
obachanchi.org）へ
問子ども育成課☎5742－6720

立正大学心理学部公開講座
生活の場での消費者心理学　  　電子

日程（全2回） 内容・講師

10月16日㈮
地域社会における商店街のあ
り方　
髙橋尚也（心理学部准教授）

10月23日㈮

だまされない消費者になるた
めに　
八木善彦（心理学部准教授）
西田公昭（心理学部教授）
有賀敦紀（心理学部准教授）

※時間は午後6時30分～8時。
場立正大学（大崎4－2－16）
人16歳以上の方200人（抽選）
※お子さんの同伴可。
申10月2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、電話番号を文化観光課生涯学習係へ

男女共同参画推進講座
「エリザベス朝の劇場文化」
日程（全2回） 内容

10月13日㈫ 海軍大臣一座と俳優エド
ワード・アレン

10月20日㈫ 宮内大臣一座とウィリアム・
シェークスピア

※時間は午後1時30分～3時30分。
講師／門野泉（清泉女子大学名誉教授）
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9月24日㈭（必着）までに、往復は
がきで講座名と講座日、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（〠140－
0011東大井5－18－1きゅりあん3階☎
5479－4104）へ

お知らせ！

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

●送迎付き添い　ポ
理美容を受ける高齢者に付き添い
ます。
日第2火曜日・第4金曜日
10:00～12:00
場成幸ホーム（中延1）
●車いす清掃ボランティア　ポ
高齢者施設で利用者の使用してい
る車いすを清掃します。
日応相談　
場かえで荘（八潮5）
●傾聴ボランティア
高齢者の話し相手をします。
日月～土曜日　10:00～11:00か
13:00～13:30か15:30～17:30
場デイサービスセンター小山
（小山1）

●書道の指導　ポ
高齢者施設で書道の指導をします。
日応相談　13:00～15:00
場仁済デイサービスセンター大井
（大井1）
●花壇の水やり
高齢者施設で花壇の水やりをします。
日火・木・土曜日9:00～10:00
場大井在宅サービスセンター
（大井4）
●清掃ボランティア　ポ
高齢者施設でフロアの清掃をしま
す。
日月～日曜日
9:00～12:00、13:00～16:00
場グループホームロイヤル西大井
（西大井2）

※　 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9月28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
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社会福祉協議会・障害者団体・民
生委員協議会・ボランティア団体・
区内福祉施設など、福祉関係者が
一堂に集まり、区民の皆さんと一
緒に楽しみながら、ふれあいと交
流を図る“まつり”を開催します。
模擬店、バザー、福祉施設などの
手作り作品販売、ステージイベン
ト、アトラクション。今年も盛り
だくさんの内容でお待ちしていま
す。ぜひご来場ください。

※しながわ中央公園は雨天中止。
中小企業センター
（西品川1－28－3）
しながわ中央公園（区役所前）
障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707Fax3775－2000）

リードできちんとつな
ぎましょう。散歩中の
オシッコはすぐに水で流
し、フンは家まで持ち帰
りましょう。

迷子になり飼い主のもとに戻ることができない動物は少なくありません。飼い主の責任
の所在を明らかにし、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、犬には鑑札をつけ、
猫やそのほかの動物には名札などをつけましょう。

災害時、避難することになったときは、事情の許す限り動物を同行します。普段から人
やほかの動物をこわがらない、嫌がらずにケージに入る、トイレは決められたところで
するなどのしつけをしておきましょう。動物のために防災用品（3日分以上の食事と水な
ど）も用意をしておきましょう。

みんな集まれ

ふくしまつり2015開催！

しながわ中央公園しながわ中央公園
中小企業
センター
中小企業
センター

場所

日時

問い
合わせ

中庭…模擬店
1階…障害者団体・施設出店　（パン・クッキー販売、作業所授産品販売）
2階…バザー（民生委員協議会、ボランティア団体、福祉施設　他）
3階…ステージ、「スヌーズレン」体験コーナー

歯科医師会による検診相談
スポーツ室…風船バレー、ハンドアーチェリー　他

グラウンド…タンデム自転車、バナナスライダー　他

中小企業センター

しながわ中央公園

   動
物愛護週間です9月20日～26日は動物は責任と愛情をもって飼いましょう

問い合わせ／／生活衛生課庶務係☎5742－9132

動物愛護ふれあいフェスティバル
「飼う前も、飼ってからも考えよう」
日9月12日㈯午前11時～午後4時
内動物愛護セレモニー、移動水族館、パネル展示など
場参当日、上野恩賜公園＜噴水池前広場・上野動物園＞
（台東区）へ
問日本動物愛護協会☎3478－1881

動物愛護週間は、命あるものである動物の愛
護と適正な飼育についての関心と理解を深め
るために設けられたものです。この機会に、
私たちが飼っている動物、身近にいる動物た
ちについて、もう一度考えてみましょう。

飼い主は、動物を飼育するうえで、習性や生理をよく
理解し、愛情をもって終生飼育する責任があります。
ルールを守って周囲のみんなと動物が気持ちよく暮ら
せるように飼育しましょう。
※犬には登録と年1回の狂犬病予防注射が必要です。

繁殖を望まない場合は実施しましょう。不妊・去勢手
術をすると性質がおとなしくなり、扱いやすくなるな
どのメリットがあるほか、生殖器系の病気の予防にも
なります。

都会で猫を飼う場合は、屋内で飼育することが望まし
いといえます。上下運動ができるよう家具の上などに
も上がれる工夫をし、専用のトイ
レ・つめとぎなどを用意すること
や、不妊・去勢手術を実施すること
が屋内飼育を成功させるコツです。

動物は正しく終生飼育

犬の散歩はルールを守って

災害に備えて

身元の表示

不妊・去勢手術

猫の飼育は屋内で

9月19日㈯
午前10時～午後3時
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9月26日㈯
午前11時～午後4時
しながわ中央公園
（区役所前）

・トップレベル選手のエキシビジョ
　ンマッチ
・フリー体験コーナー
・スタンプラリー
・各種アトラクション
・焼きそばなどの模擬店
・区内中学・高校生によるダンスや
　演奏など

ホッケー教室参加者による
ミニゲーム大会を応援しよう！
6月末からホッケー教室で練習してきたメ
ンバーがチームに分かれて対戦します。

ホッケーフェスタホッケーフェスタ
知ろう！学ぼう！体験しよう！

発見×
驚き×

学び×
楽しさ

ホッケーの楽しさ・面白さをまるごと
体感してください！お子さんから大人

まで楽しめる企画が盛りだくさんです。
当日、会場へ気軽にお越しください。

2020
年東
京

オリ
ンピ
ック

区内
会場
で

開催
の競
技

フィールド／主に人工芝
チーム編成／フィールドプレイヤー10人
とゴールキーパー1人の11人
試合時間／前・後半35分ずつの70分間
勝敗／相手ゴールにボールを打ち込み、
得点の多いほうが勝利する
フィールドプレイヤー／スティックの平
らな面のみを使い、ゴール前のサークル
までドリブル・パスでボールを運び、相
手ゴールへシュートする。シュート時の
ボールスピードは時速200km近くに達す
ることもあり、新幹線並の速さになる
ゴールキーパー／プロテクターなどを使
用し全身を使ってゴールを守る

　見どころ　ゴール前の駆け引きとス
ピード感あふれる試合展開が魅力。また
選手交代は何度でもできるが試合時間に
含まれるため、交代のタイミングが試合
を左右する。

問い合わせ／／オリンピック・パラリンピック準備課☎5742－9109

ホッケーとは日時

場所

日本ホッケー協会提供日本ホッケー協会提供

日本ホッケー協会提供日本ホッケー協会提供

「広い河の岸辺～ The  Water  Is  Wide ～」が
ロングヒット中のシャンソン歌手クミコによる
スペシャルコンサートです。
日12月12日㈯午後4時開演（午後3時30分開場）
場きゅりあん大ホール（大井町駅前）
￥4,500円（全席指定）

発売開始／9月18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

シティプロモーションの
キャッチコピーが決定しました

問広報広聴課シティプロモーション担当☎5742－6616

クミコスペシャル
コンサート2015

　全国から応募いただいた684作品の中から選考の結果、
榎田伸也さん（奈良県在住）の作品を採用しました。
　たくさんのご応募ありがとうございました。
　区ではこのキャッチコピーをもとにロゴマークを作成
し、品川区の魅力を発信していきます。

「訪れる人々、また区民の人々も、日々新たな、新鮮な発
見があり、思わず『わ！』とさけびたくなるような魅力
ある品川区をイメージしました。」　　　　　（作者のことば）

わ、しながわ！
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メイプルカルチャー講座　　
現在募集中の講座です。定員になり次第
締め切ります。
①ミュージカル・映画音楽を歌おう！
日10月7日～12月16日の水曜日
午後1時～2時30分（全6回）
人20人（先着）　￥9,200円（教材費込）
②ステンドグラスで作るクリスマスツリー
のフットランプ
日10月7日㈬午後6時30分～8時30分
人10人（先着）　￥3,800円（教材費込）
③入門おもてなし英会話
日10月9日～12月11日の金曜日
午後3時30分～5時（全10回）
人10人（先着）
￥23,620円（テキスト代込）
④癒やしのパステルと色鉛筆画
日10月10日～12月12日の土曜日
午前10時～正午（全6回）
人15人（先着）　
￥9,900円（モチーフ代別）
⑤開運！はじめてのやさしい手相
日10月14日㈬、11月11日㈬、12月9日㈬
午後1時30分～3時（全3回）
人16人（先着）　￥6,000円（テキスト代込）

⑥足裏療法マッサージと健康体操
日10月18日～12月20日の日曜日
午後1時～2時15分（全6回）
人12人（先着）　￥9,000円
――――――――　共　通　――――――――
場申電話で、同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ

催　し

城南五山めぐり第2弾　
池田山・島津山
歴史散策コース、城南五山のうち池田山
と島津山に焦点を当てて散策します。
日10月12日㈷午前9時30分～正午
コース／五反田駅～ねむの木の庭～池田
山公園～雉子神社～袖ヶ崎神社～本立寺
（住職による説明）～寿昌寺～総合体育
館（体育の日イベントに合流・参加自由）
※約4km。   
人16歳以上の方40人（抽選） 
申9月20日㈰（必着）までに、往復はが
き（1枚4人まで）に「城南五山めぐり」
とし、参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号をしながわ観光協会（〠140－
0014大井1－14－1☎5743－7642）へ
問文化観光課観光担当☎5742－6913

しながわCSR推進協議会　パネル展
しながわCSR推進協議会の会員企業が環
境・防災・教育・福祉・地域活動などの様々
な分野において実施している社会貢献活
動を紹介します。
日9月11日㈮～30日㈬ 

時間 会場

午前8時30分～
午後5時

本庁舎・第二庁舎3階連
絡通路　
※土曜日・祝休日は除く。
火曜日は午後7時まで。

午前9時～
午後9時30分

スクエア荏原1階通路
（荏原4－5－28）

問総務課総務係☎5742－6625

小学生による清掃リサイクルポス
ター展開催
応募いただいた全作品を展示します。
日9月18日㈮～29日㈫午前9時～午後5時
※土曜日・祝休日は除く。
場第二庁舎3階ロビー
問品川区清掃事務所リサイクル推進係
☎3490－7098
※優秀作品は、シールにして直営収集車
両に貼り出し、品川のまちを走ります。
リサイクルカレンダーなどにも掲載しま
す。

「中秋の名月」を星のソムリエ®と見
よう
日9月27日㈰午後7時～9時　※雨天曇天中止。
人100人程度（先着）
※小学生以下は保護者同伴。
場参当日、直接東品川海上公園屋上庭園
（東品川3－9）へ
問天王洲公園管理事務所☎3471－4573

認知症カフェ
「オレンジカフェしなふく」
誰でも気軽におしゃべりでき、相談もで
きる頼れるカフェです。
日9月19日㈯午前10時～午後2時30分
※ミニ講座（午前の部「認知症について」
午後の部「毎日やりたくなる運動」）あり。
場参当日、直接品川総合福祉センター（八
潮5－1－1☎3790－4839）へ

第231回日曜コンサート
日9月20日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／ロッシーニ作曲：『音楽の夜会』よ
り「いざない」　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

　●講座・講演

〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699
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　“体育の日”のイベントに参加しよう！
日10月12日㈷
場総合体育館
●小中高生・一般（初級～上級）バドミントンクリニック
バルセロナ・アトランタオリンピック出場の町田文彦氏
とNTT東日本バドミントン部による指導です。
時間／午後0時30分～4時
人一般60人、小中高生60人（抽選）
申9月25日㈮（必着）までに、往復はがきかFAX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・FAX番号、小中高生は学校名・学年・保護
者氏名をスポーツ協会へ（グループ申し込みも可）
●親子運動教室
時間・内親子でストレッチ＆ヨガ＝午前10時30分～11
時20分
かけっこ教室（お子さん対象）＝午前11時30分～正午
人5歳～小学3年生の親子25組（抽選）
申9月25日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、参
加者の住所・氏名（ふりがな）・性別・学校名・学年・
年齢、保護者氏名、電話番号をスポーツ協会へ
〇体育の日には、体育館施設の無料開放、模擬店など
様々な催しを開催します。

　バウンドテニス教室
日10月20日～12月1日の火曜日
午前9時30分～11時30分（全5回）
※11月3日・10日は除く。
人16歳以上の方30人（抽選）
￥2,500円（保険料込）
場申10月3日㈯（必着）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名、電話番号を戸越体育館へ

　男子シードチャレンジ大会（硬式テニス）
日11月8日㈰午前9時から　
※準決勝・決勝は11月15日㈰。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
試合方法／ダブルストーナメント戦
人区民大会・選手権大会で過去3年8位以内に入ってい
ない方48組（先着）
￥1組3,000円、連盟登録者2,500円
主催／品川区テニス連盟
申10月18日㈰までに、費用を持ってスポーツ協会へ（9
月24日㈭を除く）

　スポーツ交流会
　～障がいのある人もない人も一緒に集まろう！
日9月19日㈯午後1時30分～4時30分　
※途中入退場自由。
内ストレッチ体操、ダンスエクササイズ、アキュラシー、
ボッチャ、トランポリン、バドミントン、卓球、ハンドアー
チェリー
人会場まで来ることができる障害のある方と介助の方、
関心のある方
￥100円　※付き添いの方は無料。
運営／品川区スポーツ推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き・タオル・水筒
を持って直接戸越体育館へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　第18回4地区合同スポーツフェスティバル
日9月20日㈰午前9時30分～午後3時
種目／キンボール、ノルディックウオーキング、グラウ
ンド・ゴルフ、バウンドテニス、卓球、バドミントン、
トリム体操、体力測定
￥100円　※中学生以下無料。
運営／大井・八潮・立会・鈴ヶ森地区スポ・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
南大井文化センター（南大井1－12－6）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　総合体育館トレーニング室
　9月祝日特別プログラム

日程 時間 種目

21日㈷

9:45～10:45 骨盤調整&やさしいヨーガ
11:00～12:00 ズンバ＊
13:00～14:00 ボディバランス
14:15～15:15 バレエ体操（マット&バー）

22日㉁

9:30～10:30 朝の健康体操＊
10:45～11:45 脂肪燃焼向上教室＊
13:30～14:15 骨盤調整ストレッチ
14:30～15:15 足の筋トレやさしい腹筋＊
19:00～20:00 フラメンコ入門＊◎

＊の種目は運動靴（◎はローヒールの靴も可）が必要です。
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、タオル、飲み物を持って総
合体育館へ

　宮前地区初心者ソフトバレーボール教室
日9月27日～11月1日の日曜日
午後1時30分～4時（全5回）　※10月4日を除く。
￥100円
運営／宮前地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で、上履きを持って宮前
小学校（戸越4－5－10）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

レッツ スポーツ

　第65回品川区民スポーツ大会（秋季）
申申込締切日までに、①②は費用を持って、③は往復はがきで代表者の住所・氏名・電話番号、チーム名をスポー
ツ協会へ（9月24日㈭を除く）
競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

①
少林寺拳法 9月27日㈰ 戸越体育館 9月21日㈷ 500円

小中高生　300円

○単独演武（少年の部・段外の部・
段の部）○自由組演武（少年の部・
段外の部・段の部）

②
柔道 10月11日㈰ 戸越体育館 10月1日㈭ 500円

小中高生　300円

○小学低学年の部○小学高学年の部
○中学（1・2・3年）の部○男子・女
子無段の部○女子有段の部○男子初
段の部○男子2段の部○男子3段の部
※1ゲーム11本、5ゲームマッチ
※全種目体重別トーナメント戦

③
ゲートボール 10月17日㈯ 西大井広場公園

（西大井駅前）
10月4日㈰
（必着）   1チーム3,000円 ○一般の部

④
クレー射撃

9月27日㈰
午前9時開会

成田射撃場
（千葉県）

当日直接
会場へ 8,000円

○トラップの部○スキートの部（各
100発）
※弾は各自持参、銃砲等所持・猟銃
用火薬類等譲受許可証を携帯のこと
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こんなときには国民健康保険の
届け出をお忘れなく
国民健康保険に入るときややめるとき、保険証の記
載内容に変更があるときは14日以内に届け出が必要
です。

問国保医療年金課資格係☎5742－6676

届け出先／／国保医療年金課（本庁舎4階）、品川第一地域センター（北品川
3－11－16）、大崎第一地域センター（西五反田3－6－3）、大井第一地域セ
ンター（南大井1－12－6）、荏原第一地域センター（小山3－22－3）、荏原第
四地域センター（中延5－3－12）、　八潮地域センター（八潮5－10－27）

こんなときには 届け出に必要なもの
は
い
る
と
き

品川区に転入したとき （転出証明書）
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき 親の保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

や
め
る
と
き

品川区を転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 保険証、職場の健康保険証

亡くなったとき

保険証　※葬祭費の申請は、国保医
療年金課のみで受け付け。喪主の金
融機関の預金通帳、印鑑、会葬はが
きか葬儀社の領収書を持参

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書

そ
の
他

区内で転居、氏名変更したとき
保険証世帯主が変更、世帯が合併・分離した

とき
保険証をなくしたとき・破れたとき 本人確認できるもの

◉保険証の交付をお急ぎの方は、「本人確認できるもの」（運転免許証・パスポート・
写真付き住民基本台帳カードのうち１点、もしくは郵便物・診察券・預金通帳･年金
手帳･公共料金の領収証のうち3点）が必要です。　◉世帯主が変わった場合は、世
帯全員の保険証を持参してください。　◉外国人の方が加入する場合には、在留資
格･在留期間に一定の要件があります。詳しくはお問い合わせください。　◉職場の
健康保険に加入したときは、忘れずに脱退の届け出をしてください。　◉退職を予
定している方は、健康保険任意継続の制度もあります。詳しくは勤務先の担当者に
おたずねください。　◉70～74歳の方は高齢受給者証も持参してください。

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（9月1日現在）260,931,210円
9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

現在、調査票の配布に先行してインターネット
回答による国勢調査を行っています
　9月10日㈭～13日㈰に調査員が「インターネット回答の利用
案内とID・パスワード」を配布します。回答期間は9月10日㈭
～20日㈰です。区ホームページからもインターネット回答ペー
ジへアクセスできます。インターネット回答をされなかった世
帯には、9月26日㈯から調査員が各世帯を訪問し、紙の調査票を配布します。
　国勢調査は統計法に基づいて5年に一度国が行う最も基本的で重要な調査で
す。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
問地域活動課統計係☎5742－6869

マイナンバー制度が始まりますマイナンバー制度が始まります
法人には法人番号が通知されます
27年10月以降、国税庁より1法人に1つの法人番号（13桁）が指定され、登記
上の所在地に通知されます。法人番号は、株式会社などの設立登記法人のほか、
国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体で、個人事業者の方には指定さ
れません。

マイナンバー制度全般に関する問い合わせは全国共通ナビダイヤルへ
0570－20－0178（日本語）
0570－20－0291（外国語対応＊）

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

品川区マイナンバー・コールセンター
0570－66－6825

月～金曜日午前8時30分～午後8時（12月29日㈫～28年1月3日㈰を除く）
※10月1日㈭からは土・日曜日、祝日も午前9時30分～午後5時30分まで開設。

問戸籍住民課個人番号カード担当☎5742－6658

外出時には信号を守る、横断歩道以外の
場所で道路は渡らないといった基本的な
交通ルールを守りましょう。また、運転
者は、子どもや高齢者を見かけたら、徐
行するなど思いやりのある運転を心掛け
ましょう。
＜運動の基本＞
子どもと高齢者の交通事故防止
＜運動の重点＞
1 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止（特に、反射材用品など
の着用の推進と自転車前照灯の点灯の徹底）
2 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
3 飲酒運転の根絶
4 二輪車の交通事故防止

秋の品川区交通安全運動がはじまります
9月21日㈷から
9月30日㈬までやさしさが　走るこの街　この道路

問土木管理課交通安全係☎5742－6615

9月17日㈭・18日㈮に開催する本会議での一般質問の様子が、ケーブルテレビ
品川で放送されます。区議会本会議の放送では、手話通訳を取り入れています。
問区議会事務局☎5742－6810　 www.city.shinagawa.tokyo.jp/kugikai/
●9月17日㈭の一般質問 ●9月18日㈮の一般質問
内　　容 放送日時

新妻さえ子
（公　明）

9/21㈷ 20:00～20:45

（再）9/26㈯ 9:00～ 9:45

石田　秀男
（自・未）

9/21㈷ 21:00～21:45

（再）9/26㈯ 11:00～11:45

鈴木ひろ子
（共　産）

9/22㉁ 20:00～20:45

（再）9/26㈯ 14:00～14:45

いながわ貴之
（民・無）

9/22㉁ 21:00～21:45

（再）9/26㈯ 16:00～16:45

鈴木　真澄
（自・未）

9/23㈷ 20:00～20:45

（再）9/26㈯ 18:00～18:45

内　　容 放送日時

たけうち忍
（公　明）

9/23㈷ 21:00～21:45

（再）9/27㈰ 9:00～ 9:45

筒井ようすけ
（維・無）

9/24㈭ 20:00～20:45

（再）9/27㈰ 11:00～11:45

のだて稔史
（共　産）

9/24㈭ 21:00～21:45

（再）9/27㈰ 14:00～14:45

鈴木　博
（自・未）

9/25㈮ 20:00～20:45

（再）9/27㈰ 16:00～16:45

ケーブルテレビ放送以外にも本会議のインターネット生中継をしています。また、
本会議終了後おおむね1週間で録画配信しています。区ホームページの「品川区議
会」→「インターネット中継」からご覧ください。

区議会のケーブルテレビ放送 簡単で安心できる仕事で収入を得ませんか
シルバー人材センター会員募集

問シルバー人材センター本部☎3450－0711

●女性の会員さん緊急募集！
区内の家庭や企業などからの仕事です。家事援助や育児支援など、どなたでも活躍
できる場がたくさんあります。初めての方でも、親切、丁寧に指導しますのでご安
心ください。
〇その他にも様々な仕事があります。
・技能の仕事：大工、左官、洋服補修、出張着付け、和裁仕立てなど
・事務の仕事：毛筆筆耕、あて名書きなど
・管理の仕事：学校・マンションなどの管理、駐車場管理、自転車整理など
・サービスの仕事：家事援助、区広報の配布、児童送迎、交通指導、見守りなど
人区内在住で、健康で働く意欲のある60歳以上の方
￥年会費2,500円



● 秋の子ども読書フェア
● 28年度の学校選択
● 体育の日のイベント

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　9月21日号

　

平成27年（2015）
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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。

7月25日㈯、南大井文化センターで「国際プログラム～
世界と出あい、世界とつながる～」を開催し、23人が
参加。動画やスライドの座学のほか、東南アジア・ラ
オスの代表的な遊び“マッティー”を体験しました。

小学生向け国際人育成ワークショッ
プ“ラオス”の文化を体験

6月30日㈫、荏原第六中学校で9年生の市民科の授業で
「十二単のお服上げ」を初めて実施。実演を務めた2人
からは「とても重くて大変だったが、貴重な体験がで
きて良かった」とコメントがありました。

荏原第六中学校「実演・
十二単（ひと

え ）のお服上げ」

7月7日㈫、立会川河口部から桜橋までの川沿いと勝
島運河沿いから旧東海道を通るルートに分かれ、沿道
の清掃活動とともに美化啓発活動を実施。清掃活動後、
子どもたちにより七夕のささ飾りも行われました。

立会川環境美化運動

6月21日㈰、戸越銀座商店街でしながわ役立ち隊や区職
員のボランティアと首都大学東京の留学生が多言語表
記検証ツアーを実施。戸越銀座コロッケなどの多言語
説明や広告に外国人の視点から意見が出されました。

留学生と歩く戸越銀座
コロッケ味くらべ

8月1日㈯、五反田文化センターで「Bushido2015」発
表会を初開催。日本の文化を説明できる国際人育成を
めざし、中学生24人が和太鼓・書道・着つけの3つの
テーマについて学び、外国人に英語で発表しました。

国際人育成ワークショップ
「Bushido（ブシ

ドー）2015」発表会

7月22日㈬、大井認知症高齢者グループホームの落成
式を実施。同施設は、区内13カ所目のグループホーム。
住み慣れた地域の中で安心して暮らし続けられるよう、
外観は一般家庭のような造りになっています。

大井認知症高齢者グループ
ホーム落成

7月7日㈫、京陽小学校でパラリンピアン根木慎志氏を
講師に招き、車椅子バスケットボール体験授業を実施。
競技用車椅子でのドリブルやターンの想像以上のスピー
ドに、児童たちは目を丸くしていました。

京陽小学校　車椅子バ京陽小学校　車椅子バ
スケットボール体験授業スケットボール体験授業

6月18日㈭、きゅりあんで「高年齢者のための合同就職
面接会」が開催されました。複数の企業と直接面接を
行うことができ、求職者には就職につながる、参加企
業には経験豊富な人材に出会える機会となりました。

高年齢者のための合同
就職面接会を開催

支え愛・ほっとステーション

8月3日㈪、大崎第二地域センターと大
井第二地域センターに「支え愛・ほっ
とステーション」が新たに開設。ひと
り暮らしの高齢者などの生活不安を解
消できるよう設置された相談窓口です。

品川区総合教育会議を開催

6月9日㈫、区役所で第1回品川区総合教
育会議を開催。同会議は区と区教育委員
会の連携を一層強化し、教育に関する課
題等を共有することで、区教育行政の推
進を図ることを目的としています。

旅と街道専門のブックカフェ

8月6日㈭、品川宿に空き店舗を活用し
たブックカフェ「KAIDO books & coff ee」
（北品川2）がオープン。常時1～2万冊
を展示販売・貸し出しを行い、コーヒー
を飲みながら読書することも可能です。

夏休み子ども歴史展示

7月18日㈯～9月27日㈰、品川歴史館で
「ちょっと古くて新しい 昭和の道具大集
合」を開催。黒電話など実際に触れる
ことができる展示品もあり、当時の生
活を体感することができます。

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。


