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1 東海道品川宿を歩く
日10月25日㈰午後1時～4時
（青物横丁駅集合・北品川駅解散）
人16歳以上の方30人（抽選）
申10月16日㈮（必着）までに、往復はがき（1人1通）に
「町歩き」とし、住所、氏名、年齢、電話番号を同館へ

2 お茶を楽しむ会
日11月3日㈷ ①午前10時～正午②午後1時～3時
人各100人（先着）　
￥各50円（観覧料別）
場参当日、同館書院へ

3 茶室「松滴庵」公開
日11月3日㈷午前10時～午後3時　※雨天中止。

4 学芸員によるフロアレクチャー
日11月3日㈷ ①午前10時～11時②午後2時～3時
場参当日、同館ロビーへ　※特別展の観覧料が必要です。

5 落語鑑賞会
日11月21日㈯午後2時～3時30分　場同館書院　
出演／桂歌助
人16歳以上の方50人（抽選）
申10月16日㈮（必着）までに、往復はがき（1人1通）
に「落語」とし、住所、氏名、年齢、電話番号を同館へ

6 講演会
　 「東海道品川宿を語る―歴史・観光・まちづくり―」
日11月28日㈯午後1時30分～4時30分
場同館講堂
講師／諸岡裕二（しながわ観光協会事務局長）、佐山吉
孝（旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会まちづくり
コーディネーター）、荻島聖美（同館学芸員）
人16歳以上の方80人（抽選）
申10月16日㈮（必着）までに、往復はがき（1人1通）に
「講演会」とし、住所、氏名、年齢、電話番号を同館へ

「東海道品川宿東海道品川宿」
江戸時代、東海道第一の宿場としてにぎわった品川宿の町並みや
景観、宿場の人々の生活などを紹介します。

●10月4日㈰の日曜開庁窓口と10月3日㈯・4日㈰の
大井町・武蔵小山行政サービスコーナーはお休みします。

10月11日㈰～12月6日㈰
午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

　●特別展記念イベント

 品川歴史館  
　休館日　月曜日（10月12日、11月23日は開館）
　　　　　10月13日㈫、11月24日㈫　
※10月6日㈫～10日㈯、12月8日㈫～11日㈮は、展示替えのため臨時休館。
　観覧料　 300円、小中学生100円　
※20人以上の団体は2割引。70歳以上の方、障害のある方、品川区立学校の小・
中学生は無料。
　交通案内　
●大井町駅から東急バス池上駅行・蒲田駅行で「鹿島神社前」下車徒歩1分
●大森駅北口から池上通り徒歩10分 ●京浜急行立会川駅から徒歩13分
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道中奉行所によって作成された東海道沿いの
家並みの様子を描いた絵図。（郵政博物館所蔵）
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東海道五十三次品川（狂歌入東海道）

品川宿絵図

品川寺地蔵菩薩坐
像に納められてい
た胎内仏。（品川寺
所蔵）

銅造地蔵菩薩
坐像胎内仏

尾張藩士高力種信が東海道を旅した際に描いた品川宿の絵図。
（名古屋大学附属図書館所蔵）

品川宿の家並みを描いた浮世絵。（品川歴史館所蔵）

南北品川宿を描いた絵図。
（宇田川家所蔵・品川歴史館寄託）

※史料保護のため、会期中展示替えがあります。

福栄会・かもめ工房特製ブラウニー・
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マイナンバーを確認するための「通知カード」
が住民票のある住所地へ世帯ごとに、簡易書留
で送られます。
　送付期間／10月下旬から12月中旬（予定）
配送状況については個人番号コールセンター 0570－
783－578（月～金曜日：午前8時30分～午後10時、土・
日曜日、祝日：午前9時30分～午後5時30分）で確認できます。

マイナンバー制度のお問い合わせは

●全国共通ナビダイヤル 0570－20－0178
月～金曜日：午前9時30分～午後8時
土・日曜日、祝日：午前9時30分～午後5時30分　※年末年始を除く。

●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
土・日曜日、祝日：午前9時30分～午後5時30分　※年末年始を除く。

問戸籍住民課個人番号カード担当☎5742－6658
マイナンバー「通知カード」が発送されます
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普通表彰　191人

地方自治の発展に関するもの

自治功労

◆区民相談員
　武田　敬子
◆保護司
　小野　紀元  山下千代子
　林　　洋子  松尾　和英
◆区政協力委員
　扇田　尚儀  保科　義和
　榎本　　敏  戸田　光則
◆青少年対策地区委員
　扇田　尚儀  保科　義和
　竹村　弘子  根岸　輝行
　梅沢まゆみ  榎本　　敏
　鈴木　純子  日暮　和由
　武市　裕之  直井　謙二
　成田　光男  関口　　勉
　津場　幸子
◆統計調査員
　船渡川雄一  酒井美也子
　松本　貞子  和田富美子
　宮　　順子
◆商工相談員
　上野可南子
◆消費生活相談員
　御手洗智子
◆私立保育園設置者および園長
　神代由美子
◆民生委員
　小池　繁代  園田　順子
　山下　義和  橋本　明男
　茂手木信子  平澤智惠子
　村上　千佳  和田　誠弘
　臼井　武子  三橋　佳子
　田口　日出  岡　　裕子
　川村　　治  重野　清悦
　森谷寿美子  佐藤　綾子
　棚橋　靖  白瀨美代子
　遊佐　初枝  清水　牧子
　平野マキ子  宇治橋紀代美
　橋本　惠司  阿世知　堯
　伊藤　光江  岡田　加代
　作田　智子  渡邊　　豪
　渡辺　幸子  野澤　康子
　矢羽さき子  大金　貞子
　飴本　公子  矢﨑　則子
　上村きみ子  川⻆百合子
◆社会福祉法人代表者および施設長
　高橋　洋子  土屋　哲則
　富岡　　豊  菊池　広美
◆高齢者クラブ会長
　加藤　静代  大竹　啓之

◆消防団員
　瀧田　寿郎  伊東　　優
　水戸　　弘  並木　博之
　中島　隆朗  齋藤　哲也
　髙木　鐘奥  吉川　　寛
　髙橋　充子  坂口　一幸
　瀨上けい子  西村　剛彦
　小澤　健次  宮島玄次郎
　宮島　智美  松根　弘憲
◆明るい選挙推進委員
　鏑木公一郎  水野　恭子
　月野　芳子  瀧　　陽子
　近藤　牧子  島田あつ子
　大島源太郎  藤原秀司朗
　中村　ひさ

保健衛生功労

◆嘱託医
　村井　孝安  中川　和子
　菅原　　隆  林　　智子
　石井　邦彦  内田　裕一
　辛島　淸史  北村　敦子
　纐纈　崇博  田胡　秀和
　土佐　重義  宮本千津子
　右田大三彦  粕谷　啓介
　猪狩　安豊  小野千鶴子
　服部　秀彦  柴田　純弘
　西元　　毅  古川潤一郎
◆地区健康づくり推進委員
　依田　照彦  宮坂　令子
　永山美智子  山崎　　操
　長谷場トヨ  櫻井　照子
　江川　幸子  服部美代子
　佐藤　正夫  江藤　鐵夫
　山﨑南海子  千代田弘子
　深石　照雄  中村　康子
　古橋　妙子  岡田　敏雄
　佐々木英夫  山﨑紀代子
　渡邉　好子  萩原　和代
　松澤　麗子  井上　勝代
　山本智惠子  井渕　良子
　松岡須美枝  青栁　富子
　加藤いつ子  平井　照夫
　石渡　義三  相原　孝子
　稲田　 春  佐藤　敬子
◆大気汚染障害者認定審査会委員
　北林　　耐  村上善次郎
◆公害健康被害認定審査会委員
　北林　　耐  村上善次郎

環境保全功労

◆公害防止管理者
　武田　　勉  土居　健司
　鴨川　啓一  淺田　賢司
　児玉　英治

教育の振興と文化の向上に関するもの

教育文化功労

◆ スポ－ツ、芸術等を通じて、社会文化の
振興発展に多年にわたり尽力した方
　金田　峻司  北原　公子
　工藤誠一郎  倉坪　君代
　坂本久美子  白鳥　　学
　建入　隆幸  長澤　雅江
　本田真喜子  村上　謙司
　矢澤　鈴子
◆私立幼稚園設置者および園長
　橋本　　勲
◆区立小・中学校PTA会長
　木下　晴夫  千葉　尚之
　増山　徳郎

産業の振興に関するもの

技能功労
　石橋　　明  相馬美智子
　藤ノ木　進  鵜澤　宏行
　新保　欽二  東　　隆男
　進藤千代喜  小林　俊男
　松井　雅治  塩野　淳一
　市川　正則

徳行に関するもの

寄　付

　鷹尾　民江
　ダウ・ケミカル日本株式会社
　  代表取締役社長　ピーター・ジェニングス
　三和テッキ株式会社
　  代表取締役社長 小野　和男
　東京ガス株式会社中央支店
　品川美化研究会
　アサヒビール株式会社　東京統括支社
　ユニオンビルヂング株式会社

特別表彰　55人

地方自治の発展に関するもの

自治功労

◆保護司
　佐藤　良一  宮内　好昭
　福田　廣光
◆区政協力委員
　山口　高夫  中野陽太郎
　岡田　正廣
◆青少年対策地区委員
　山口　高夫  中野陽太郎
　石川　礼央  伊藤　行雄
　小林　悦子  加納　竜也
　栗田　恵造  

◆統計調査員
　近藤ちづ子
◆民生委員
　須山多喜子
◆身体障害者相談員
　杉村　美重
◆消防団員
　岩切　浩一  関口二三雄
　諸橋　哲次  本間　政弘
　小林　勝利  中野　博文
　三橋　博隆  西海　好美
　名城　　悟  小西　　久
　晒野　美紀  鹿野　　順
　佐藤　伸一  鈴木　　満
　千葉　信昭  髙柳　法光
　須田　利明  荒井　正夫
◆明るい選挙推進委員
　古内　芳子  白尾寿美子
　鏑木　智百  田中いくみ
　星野　　正  浅見　光利

保健衛生功労

◆嘱託医
　吉原　幸子  石田　伸一
　井上美知子  金子　衡仁
　中村　兼一  仙田　　徹
◆大気汚染障害者認定審査会委員
　足立　　満
◆公害健康被害認定審査会委員
　足立　　満

教育の振興と文化の向上に関するもの

教育文化功労

◆ スポ－ツ、芸術等を通じて、社会文化の
振興発展に多年にわたり尽力した方
　西山　紀和  萩原　博成
　平澤　紀子  松下　　豊
　水上　　薫

徳行に関するもの

寄　付

　三英建設株式会社
　　代表取締役　大場　雄介
　　　　　　　　　　　　　　　
　

（順不同・敬称略）

平成27年度

区では、毎年、区民の生活と文化の向上に功労があった方の功績をたたえ
表彰しています。本年度は、次に掲げる方々が受賞されました。 日時 10月1日㈭午前10時

会場 きゅりあん
　　　イベントホール（大井町駅前）問総務課☎3777－1111（内線）3007

表彰式

品川区功労者として表彰を受ける皆さん

※御本人の希望により氏名を掲載して
いない方がいます。
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初　級 201

月
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初心者 203 20:00
初　級 204 21:00
初心者 205

火
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初　級 206 11:00

初中級 207 12:00
208 14:00

中　級 209 15:00
初　級 210 18:00
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初中級 216 18:00
中　級 217 19:00
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222 18:00
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コース No. 曜日 開始時間 コース No. 曜日 開始時間
初　級 223

木
19:00

上　級 224 20:00
初中級 225 21:00
初心者 226

金

10:00
初　級 227 11:00

初中級 228 18:00
229 19:00

中　級 230 20:00
初中級 231 21:00
初　級 232

土

11:00
中　級 233 12:00
初中級 234 13:00
初　級 235 15:00
初心者 236 16:00
初中級 237 17:00
初　級 238

日

10:00
初中級 239 11:00
初心者 240 12:00
初中級 241 14:00
初　級 242 15:00
初中級 243 16:00

　12月～28年3月総合体育館コース型プログラム

コース No. 曜日 開始時間 定員
かんたんエアロ60 1

月

  9:15

各
35人

ストレス解消！のびのび体操 2 13:50
さわやか体操＆背骨ケア 3 12:35
かんたんエアロ60 4 19:45

中高年の健康運動　★ 5 水 14:25
6 木 16:00

朝の健康体操 7
金

  9:15
肩こり・腰痛解消体操 8 11:35
脂肪燃焼エアロ60 9 15:30

ステップ＆スーパー引き締め
10 月 11:20 各

30人11 水   9:15
12 木 18:30

キッズダンス（５～９歳）　★ 13 月 17:05 各
20人14 水 17:00

 （1歳） 15 金 12:55 各
20組親子で頑張ろう （2歳） 16 土 12:10

 （3～5歳） 17 13:20
グループパワー（バーベル筋トレ） 18 水 20:00 25人

コース No. 曜日 開始時間 定員
初めてボクシングフィットネス 19 火 19:45

各
35人

本格ボクシングフィットネス 20 木
はじめてHIPHOP 21 日 10:30

はじめてフラダンス
22 火 14:10
23 木 12:30
24 金 17:05

ステップアップフラダンス 25
火

13:00
はじめて太極拳 26 15:20
ステップアップ太極拳 27 16:30
かんたんピラティス 28 水 15:40ピラティス 29 土
骨盤調整エクササイズ 30

木
14:45

リフレッシュヨーガ　★

31 9:15
32 11:20
33

金
10:25

34 14:15
35 18:30
36 土 19:45
37 日 12:45

※★は同一種目内で1人1通。
※No.15～17・92～120は親1人子
ども1人で1組。
※No.13～17・92～151の月齢・年齢
は、27年11月30日現在。
※区内在住・在勤・在学の方を優先
し抽選。
※申請者以外は入室不可（託児なし）。
※コースの変更・譲渡・振り替え・返
金は不可。
※定員に満たないコースは、11月8日
㈰午前9時から受け付け（先着。初日
は電話受付のみ）。
※定員の半分に満たないコースは閉
講する場合があります。

人15歳以上の方（抽選）　※No.13～17・92～151は除く。
場申10月12日㈷（必着）までに、往復はがき（1コース1枚）でコース、
No.、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、区内在勤か在学の方
は会社名・学校名と所在地・電話番号、No.13～17・92～151はお子
さんの氏名（ふりがな）・生年月日を、No.1～37は荏原健康センター（〠
142－0063荏原2－9－6☎3788－7017）、No.38～359は品川健康セ
ンター（〠140－0001北品川3－11－22☎5782－8507）へ

荏原健康センター（荏原2－9－6）（全15回）

12月～28年3月

コース No. 曜日 開始時間 定員

体
操
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

かんたんエアロ60 38 月 10:45 各
42人39 水 13:15

ステップシェイプ 40 20:00 40人
モーニングストレッチ 41 火 9:30 25人
健康リズム体操 42 13:15 36人
はじめて健康体操 43 木 15:00

各
25人

姿勢改善でカラダ快調 44 水 10:45肩こり・腰痛解消教室 45 木

筋肉トレーニング（初級）　★ 46 日 9:15
47 10:25

身体メンテナンス 48 月 12:30
49 木 18:45

インナービューティー骨盤ケア 50 11:45
骨盤調整エクササイズ 51 火 19:00 各

20人ストライクボクシング 52 21:10
ボクシングフィットネス 53 土 19:30 45人

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

やさしい一楽庵太極拳 54 水 9:45 40人
はじめて太極拳 55 火 13:00 20人

やさしい気功 56 月 9:30 各
40人57 火 10:45

リフレッシュヨーガ　★

58 11:15 各
25人59 水 19:50

60 木 20:00 各
50人61 金 9:50

62 20:00
63 土 14:15

各
25人

64 18:30
アロマヨーガ 65 木 20:00

かんたんピラティス 66 水 12:00
67 14:30

ピラティス
68 月 11:15
69 水 18:50
70 木 13:00

骨盤調整ピラティス 71 月 20:00

バ
レ
エ

はじめてクラシックバレエ 72 火 18:50 各
40人 （初級）クラシックバレエ

 （初中級）

73 金 11:10
74 土 12:35
75 17:00

各
20人

ダ
ン
ス

はじめてフラダンス
76 月 15:55
77 火 19:50
78 金 14:30

ステップアップフラダンス 79 月
80 火 18:40

ビューティーフラ 81 土 16:00
はじめてタップダンス 82 水 18:40
フラメンコ入門 83 月 19:30
フラメンコ初級 84 木 19:00

ベリーダンス 85 金 19:50 各
21人86 土 14:00

はじめてジャズダンス 87 月 20:45

各
20人

はじめてHOUSE 88 火 20:15ボリウッドダンス 89 水
ジャンベをたたいて踊ろう！！ 90 日 17:00
はじめてヒップホップ 91 金 19:00

コース No. 曜日 開始時間 定員

親
子
（
親
１
人
・
子
１
人
で
１
組
）

ベビーヨーガ　★
（2カ月～1歳５カ月）

92 月 13:45

各
21組

93 火 10:00
94 木 10:3095

金ベビーマッサージ・芽育ストレッチ
（1カ月半～7カ月） 96 13:00

赤ちゃん親子・ママビューティー　★
 （1カ月半～11カ月）

97 月 11:45
各
20組

98 火 13:10
99 水 13:40
100 木 14:30

赤ちゃん親子・産後ビューティー
（1カ月半～7カ月） 101 水 12:00 30組

ベビママ with ストレッチ
（1カ月半～12カ月） 102 木 15:40 21組

ママとベビーのフィットリトミック ★
（8カ月～１歳６カ月）　　　　　 

103 火 12:00 30組104 木 各
20組105 13:15

106 金 11:45

よちよち親子・ママビューティー　★
（1歳～２歳６カ月）

107 月 13:15

各
21組

108 水 12:00
109 金 9:30

わんぱく親子・ママビューティー　★
（2～5歳）

110 火 11:45
111 水 10:15

わんぱく親子・体操名人（2～5歳） 112 木 12:00 30組
わんぱく親子・元気家族（2～5歳） 113

土

11:20 20組

よちよち親子・元気パパ（1～3歳）★
114 10:00

各
21組

115 11:45
わんぱく親子・元気パパ（3～7歳） 116 13:00
親子・ （1～4歳）
元気ファミリー　★ （3～6歳）

117 日 11:00
118 12:10

ママダンス with ベビー （1～3歳） 119 月 10:00
親子で楽しく！フラダンス （3～12歳） 120 土 12:35 23組

子
ど
も
体
操
・
ス
ポ
ー
ツ

ヒヨコ（3・4歳）

★

121 月 14:25 22人
122 火 14:30 各

16人
123 金

ウサギ（5・6歳）
124 月 15:45125 火
126 金 15:50 各

22人
タイガー（小1～3）

127 月 16:55128 火 16人
129 金 17:00 22人

キッズビート体操（3歳5カ月～6歳） 130 水 15:45 45人

キッズ空手（新極真会）（5歳～小4）★ 131

木

16:20 20人
132 17:30 28人

わんぱくサッカー（3・4歳） 133 16:15 16人

子
ど
も
ダ
ン
ス

キッズダンス～ポップ＆キュート（4～8歳）134 17:00

各
20人

キッズダンス （4～8歳）
  （小2～中3）

135 月 16:55
136 18:10

ジュニアダンス（小4～中3） 137 金 17:45
ジュニアビートフィットネス（小1～6） 138 水 16:55
 （3～5歳）
キッズチア　★ （4～6歳）
 （小1～4）

139 月 15:45 28人
140 水 15:30 各

20人141 16:45
キッズアイドルダンス（4～6歳） 142 火 16:30

品川健康センター（北品川3－11－22）（全14回）

健康センターコース型プログラム

人16歳以上の方（抽選）
※No.1～4・10・11・16・20・21・
24・25・28～30・37・38・44・
47・48・53・54・60は除く。
場申10月10日㈯（必着）までに、往
復はがき（1コース1枚）でコース、
No.、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、区内在勤か在学の方は会
社名・学校名と所在地・電話番号、
No.1～4・10・11・16・20・21・
24・25・28～30・37・38・44・
47・48・53・54はお子さんの氏名
（ふりがな）・生年月日（月年齢）を
総合体育館（〠141－0022東五反
田2－11－2☎3449－4400）へ

コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員

親子
体操

「ひまわり」（2・3歳） 1

月

 9:45

各6,000円

各
10回

各
30組

「なでしこ」（1歳4カ月～2歳） 2 11:00
「たんぽぽ」（8カ月～1歳4カ月） 3 12:15
「すみれ」（0歳） 4 13:30

やさしいヨーガ 5  9:30 7,000円 各
20人脂肪燃焼ステップ&筋トレ 6 10:45 各6,000円ボディバランス（姿勢調整） 7 12:00 15人

はじめてのヨーガ 8 13:15 7,000円
各
20人

はじめてのバレエ 9 14:30
各6,000円こども

バレエ
「キューピット1組」（4～6歳） 10 16:00
「エンジェル」（小1～4） 11 17:15

ヨーガ入門 12 19:00 各7,000円骨盤調整ヨーガ 13 20:10 15人
ピラティスストレッチ 14

火

 9:30
各8,400円

各
14回

各
25人ピラティス入門 15 10:45

ママのピラティス（0歳） 16 12:05 20組
やさしい太極拳 17 13:30 30人
代謝を上げて脂肪を落とす教室 18 11:00 7,000円 20人
足の筋トレとやさしい腹筋 19 13:30 8,400円

各
15人

こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 20 15:45 各7,000円こども運動教室「ペガサス」（5・6歳） 21 17:00
フラメンコ入門 22 19:00

各8,400円
ボディパンプ（バーベルで筋トレ） 23 20:15
親子
体操

「ひまわり」（2・3歳） 24

水

10:00 各
20組「ちゅーりっぷ」（1歳） 25 11:20

ピラティス入門 26 12:50

各
20人

ヨーガ入門 27 14:00 9,800円

こども
バレエ

「キューピット2組」（4~6歳）28 15:15
各8,400円「キューピット3組」（4~6歳）29 16:30

「エンジェル」（小1～4） 30 17:40

コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員
ボディバランス（姿勢調整） 31 水 19:00

各8,400円

各
14回

各
20人ジャズダンス入門 32 20:15

少し慣れたピラティス 33

木

 9:30 各
30人ピラティス入門 34 10:45

ヨーガ入門 35 11:00 9,800円 各
20人腰痛肩こり改善体操 36 12:15

各7,000円こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 37 15:30 各
15人はじめてのヒップホップキッズ（小1～6） 38 16:45

やさしいピラティス 39 19:00 各8,400円 各
20人ボディコンバット 40 20:15

金曜朝のやさしいヨーガ 41

金

 9:30 9,800円
ピラティス入門 42 10:45

各8,400円

30人
金曜朝の太極拳 43  9:30 20人
親子体操「もも」（1歳5カ月～2歳5カ月） 44 10:45 20組
やさしいフラダンス 45 12:00 25人
少し慣れたフラダンス 46 13:05 20人
こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 47 15:45 各7,000円 各

15人
こども運動教室「ペガサス」（5・6歳） 48 17:00
はじめてのストリートダンス 49 19:00 8,400円
骨盤調整ヨーガ 50 20:15 9,800円
バレエストレッチ&エクササイズ 51

土

 9:25

各8,400円

各
25人少し慣れたバレエ 52 10:30

モダンバレエキッズ（4歳～小2） 53 15:20 各
15人モダンバレエジュニア（小1～中3） 54 16:30

タヒチアンダンス 55 17:45 9,800円
バレエ（ポワントに挑戦）（バレエ経験者） 56 19:00 9,000円 10回 18人
メタボ対策！運動不足解消教室 57

日

 9:30 7,000円
各
14回

各
20人ボディパンプ（朝の筋トレ） 58 10:45 8,400円

日曜午後の運動不足解消教室 59 15:45 7,000円 各
15人ヒップホップ入門（中学生以上） 60 17:00 8,400円

※No.1～4・16・24・25・44は大人1
人・子ども１人で1組。
※No.1～4・10・11・16・20・21・24・
25・28～30・37・38・44・47・48・
53・54の年齢は、27年11月30日現在。
※区内在住・在勤・在学の方を優先し抽
選。
※申請者以外は入室不可（託児なし）。
※コース変更・振り替え・返金は不可。
※定員に満たないコースは、10月24日㈯
午前10時から受け付け（先着。初日は電
話受付のみ）。

No. 費用
1～17 各  7,500円
18～37 各  9,000円

［荏原健康センター］

No. 費用
121～151 各  7,000円
38～50・92～120 各  8,400円
52～64・91 各  9,800円
51・65～71 各11,200円
72～90・301～359 各14,000円
201～243 各16,800円

［品川健康センター］

各コース1時間　※No.52は50分、72～75は1時間15分。

各コース1時間　※No.56は1時間30分。

コース No. 曜日 開始時間 定員

子
ど
も
バ
レ
エ　

★

ガーネット（3歳6カ月～5歳） 143 金 12:35 20人

チューリップ（3歳6カ月～6歳） 144 火 15:45 各
25人145 金 14:40

マーガレット（5歳6カ月～小1） 146 水 15:45 各
20人147 土 15:30

スイートピー  （5歳6カ月～小2） 148 金 16:00
 （小4～中3）
バラ （小1～3）
 （小3～中3）

149 火 17:00 各
25人150 水 16:55

151 金 17:30 20人

301

月

14:00
302◆ 16:00
303 18:00
304 19:00
305 20:00
306 21:00
307

火

  9:30
308 10:30
309 11:30
310 13:00
311 14:00
312 16:00
313 18:00
314 19:00
315 20:00
316 21:00
317

水

  9:30
318 10:30
319 13:00
320 14:00

ゴ
ル
フ　

★　
（
定
員
は
各
10
人
）

コース No. 曜日 開始時間
321

水

16:00
322 18:00
323 19:00
324 20:00
325 21:00
326◆

木

  9:30
327 10:30
328 11:30
329 14:00
330 16:00
331 18:00
332 19:00
333 20:00
334 21:00
335

金

  9:30
336 10:30
337◆ 11:30
338 14:00
339◆ 15:00
340 16:00

341

金

18:00
342 19:00
343 20:00
344 21:00
345

土

  9:30
346 10:30
347 11:30
348 12:30
349 14:30
350 15:30
351 16:30
352 18:00
353 19:00
354 20:00
355

日

  9:10
356 10:10
357 11:10
358 12:40
359 13:40

No. 曜日 開始時間 No. 曜日 開始時間
※◆は中上級者向けの実践クラス

shinagawa.esforta.jp/からも申し込めます。



日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　人＝対象・定員　￥＝費用・料金　参＝参加方法　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催　 ＝E-mail　 ＝ホームページ（http://）

2015年10月1日号4 2015年10月1日号4 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

キッズクラブ

　児童水泳教室

　ダンボールで家をつくろう～みんなのまち

日12月～28年3月   
場八潮学園温水プール（八潮5－11－2）
￥表の費用のほか年間登録費1人2,000円、1組3,500円（保険料込）
主催／品川区水泳連盟  
申10月10日㈯（必着）までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名、
年齢、性別、学校名、学年、電話番号、保護者氏名、泳力（クロールで何ｍ）
をスポーツ協会へ 
教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 費用 定員（抽選）
八潮
休日児童 YＡ 6～15歳 第1・3

日曜日

9:30～11:00
各8

4,000円 20人

八潮
休日親子 YＶ 4～9歳

と保護者 11:30～13:00 1組9,600円 10組

建築家・デザイナーのアドバイスを受けながら、お店や公園、家を作ります。
日11月3日㈷午前9時30分～午後3時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人区内在住の小学生と家族20組（抽選）
￥1組1,000円（保険料込）   ※昼食持参。
主催／品川区青少年委員会
申10月13日㈫（必着）までに、往復はがきに「ダンボール」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

　難病の方のための音楽療法

日10月20日㈫午後1時30分～3時30分
内音楽（合唱、合奏）をとおして心身の
リフレッシュ
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
の神経難病の方と家族30人（先着）
持ち物／飲み物
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　難病リハビリ教室と交流会

日10月26日㈪午後1時30分～3時30分
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
神経難病患者と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

　思春期講演会～なぜひきこもるの？

ひきこもり傾向のある家族への対応と理
解について精神科医師が話します。
日10月29日㈭午後2時～3時30分
講師／田村毅（精神科医師）
人子どもの変化にどう接してよいか悩ん
でいる方、関心のある方60人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

　食に関する相談

日時 会場
10/14㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

10/19㈪
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。
運営／品川栄養士会
参当日、直接会場へ
問健康課健康づくり係☎5742－6746

　ぜん息患者の方へ～東京都大気汚染
　医療費助成制度のお知らせ
人次の全てにあてはまる方
①18歳未満
②気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息
性気管支炎・肺気しゅにり患
③都内に引き続き1年以上住民登録があ
る　※3歳未満は6カ月。
④健康保険などに加入している
⑤喫煙していない
助成内容／認定された疾病の治療に要し
た医療費のうち、保険適用後の自己負担
額を助成
※生年月日が平成9年4月1日以前の方で
有効期間内の医療券をお持ちの方は更新
のみ可能です。更新に必要な書類は有効
期間満了日の約2カ月前に送付します。
問健康課公害補償係☎5742－6747

　40代からの健康塾

コース 曜日 時間 定員（抽選） 会場
Ａ 金 13:15 各25人 品川健康

センターＢ 土 10:30
Ｃ 火 19:45 20人 荏原健康

センターＤ 水 11:20 30人
※時間は各1時間。Ｄは運動量の多いコース。
日12月～28年3月（全14回）  
人生活習慣病の改善に取り組む40歳以上
の方    
￥各3,200円    
申10月12日㈷（必着）までに、往復はが
き（1コース1枚）で講座名、コース、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号をA・B
は品川健康センター（〠140－0001北品川
3－11－22☎5782－8507）、C・Dは荏原
健康センター（〠142－0063荏原2－9－6
☎3788－7017）へ   
※コースの変更・振り替え・返金は不可。

　母乳相談

日①10月20日㈫午後3時～4時
②21日㈬午後2時15分～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親各10
人（先着）
場申電話で①は大井保健センター☎3772
－2666、②は荏原保健センター☎3788－
7016へ　

　むし歯撃退教室

日10月23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10月5日㈪から、電話で荏原保健セ
ンター☎3788－7015へ

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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リ
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）

10月4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）

10月4日㈰

 柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
 小野寺歯科医院 西五反田 8 － 7 － 2 ☎3493－2727
 古沢歯科診療所 二　葉 4 －14－16 ☎3781－5068
 滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496
 誠道館清水接骨院 小　山 3 －16－ 5 ☎3783－0685

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

10月3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

10月10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

応 急 診 療 所

※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

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

小

小

内 小
内 小

内 小

内 小

薬

薬

薬

歯
歯
骨
骨

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
人とのかかわり方を学ぶところです

「家庭の日」です毎月第一
日曜日は

柔道整復師による、楽しみながら柔軟性、バランス能力、筋力をアップさせ
るトレーニングです。

会場 日程（全16回） 申し込み方法

①大井第二区民集会所
（大井2－27－20）

11月4日～28年3月
30日の水曜日
※12月9日・23日・
30日、1月13日、2月
10日、3月9日を除く

月～金曜日の午前9時～午後0時
30分・午後3時30分～7時30分、
土曜日の午前9時～午後2時に東
京都柔道整復師会品川支部・上條
☎3786－7949へ

②大崎第一区民集会所
（西五反田3－6－3）

11月10日～3月1日の
火曜日
※12月29日を除く

月・火・水・金・土曜日の午前9
時30分～午後1時・午後3時～7時
（土曜日は午後1時まで）に同支部・
目黒☎3444－7796へ

※時間は午後1時～3時。
人おおむね65歳以上で、会場への往復が可能な介護認定
を受けていない方各16人（先着）
￥各3,200円
問高齢者地域支援課☎5742－6733

「健康やわら体操」介護予防

第3期分
（12～3月）募集区広報紙に広告を掲載しませんか

「広報しながわ」の毎月21日号に掲載する広
告を募集します。
広告掲載号／12月～28年3月の21日号
発行部数／13万6千部
申10月23日㈮までに、広報広聴課で配布す
る申込書と原稿の見本を同課（〠140－
8715品川区役所本庁舎5階☎5742－6644 
Fax5742－6870）へ郵送かFAX、持参 ※版下は広告主作成。入稿はデータでお願いします。

広告の大きさ掲載料（1回）
1号 縦 4.4cm 横 23.4cm 14万円
2号 縦 4.4cm 横 15.5cm 9万円
3号 縦 4.4cm 横 11.6cm 7万円
4号 縦 4.4cm 横 7.7cm 4万5千円
5号 縦 9.0cm 横 11.6cm 14万円
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10月の区議会
本会議／23日㈮午後1時
決算特別委員会／2日㈮・5日㈪・6日㈫・
7日㈬・13日㈫・14日㈬・20日㈫午前10時
議会運営委員会／22日㈭午前10時30分
問区議会事務局☎5742－6809

国民年金保険料 5年後納制度
保険料は2年経過すると時効となり納付
ができませんが、10月1日から3年間に限
り、過去5年間の納め忘れた保険料の納
付ができるようになりました。年金受給
額を増やしたり、受給権を得られる場合
があります。後納制度を利用するには申
し込みが必要です。詳しくは、お問い合
わせください。
問日本年金機構国民年金保険料専用ダイ
ヤル 0570－011－050、品川年金事
務所国民年金課☎3494－7831

ご存じですか？10月19日㈪～25日㈰は
行政相談週間です
国の仕事などについて、苦情や要望を受
け付けます。当日、会場へお越しください。

日時 会場
10/11㈰

10:00～16:00
しながわ夢さん橋2015
会場内（大崎駅周辺）

10/15㈭
13:00～16:00

イトーヨーカドー大井町店
（大井町駅前）

●区の行政相談委員
倉持俊治　☎3781－0828
松山直樹　☎3765－3741
野口清彦　☎3764－6967
飯野隆子　☎3492－7436
砂川久子　☎3785－2426
杉田朝子　☎3450－1906
●総務省「行政苦情110番」
0570－090－110 Fax5331－1761

区の定例相談／第1・3木曜日
午後1時～4時
問広報広聴課区民相談室☎3777－2000

赤い羽根共同募金運動にご協力を！
日10月31日㈯まで
問福祉計画課庶務係☎5742－9125

弁護士会の都内23区一斉無料法律
相談会（事前予約制）
日10月10日㈯午前10時～午後1時
申10月9日㈮午前10時～午後4時に予約
電話3597－0811へ
場問広報広聴課区民相談室
（第三庁舎3階☎3777－2000）

荏原健康センター休館のお知らせ
日10月4日㈰
問同センター☎3788－7017

女性相談員による面接相談
●法律相談
日11月4日㈬・10日㈫午後1時～3時30
分、16日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日11月26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

品川介護福祉専門学校推薦入試の案内
修業年限／2年（昼間）
取得資格／介護福祉士国家試験受験資格
応募資格／①学校推薦＝28年3月卒業見
込みの高校生、②自己推薦＝高校卒業か
卒業見込み、高校卒業と同等の学力があ
ると認められる方
選考日程／①10月10日㈯・18日㈰②18日㈰
出願期間／①選考希望日の3日前まで
②10月15日㈭
選考内容／書類選考、面接、②作文あり
選考料／①免除②6,500円
※詳しくは、同校、図書館、地域センター
などで配布する募集要項をご覧いただく
かお問い合わせください。
問同校(西品川1－28－3 ☎5498－6364）

区民斎場なぎさ会館休館のお知らせ
日10月16日㈮～11月30日㈪
※予約受け付けは11月28日㈯から再開。
問なぎさ会館☎5471－2700
戸籍住民課☎5742－6657

品川区奨学生（予約生）募集
経済的な理由により高校などへの修学が
困難な方に、奨学金を貸し付けます。
●在学資金（奨学生）
人28年4月に高校などに入学予定の中学
3年生
￥公立＝0円、私立＝月額15,000円
※金額は28年度予定額。
※他の貸付金との併用は不可。
返還方法／1年間の据え置き後15年以内
●入学準備金（保護者）
人在学資金申請者の保護者で希望する方
￥公立＝70,000円、私立＝200,000円
※公立の方も在学資金の申請が前提。
返還方法／入学年度を含め3年以内
───────共　　通───────
申10月30日㈮までに、子ども家庭支援課
で配布する申請書類を同課家庭支援係（本
庁舎7階☎5742－6385）へ持参

第211回東京都都市計画審議会
日11月17日㈫午後1時30分
場特別会議室Ａ（都庁第一本庁舎北棟42階）
人15人（抽選）
申10月28日㈬（消印有効）までに、往復
はがき（1人1通）で住所、氏名、電話番
号を東京都都市計画課（〠163－8001東
京都都市整備局☎5388－3225）へ
※付議予定案件は、都ホームページをご
覧いただくかお問い合わせください。
問品川区都市計画課☎5742－6760

高年齢者向け「出張登録相談会」
日10月15日㈭午前10時～午後3時
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
持ち物／写真を貼った履歴書
人おおむね55歳以上で就職を希望する方
問サポしながわ☎5498－6357

若者就職応援プロジェクト参加者募集
事前研修と区内中小企業での職場実習で、
実習先での直接雇用をめざします。
人①25年3月以降大学などを卒業した未
就職の方（28年3月卒業予定者も含む）
②39歳以下で前職を離職し、同一企業で
の就業歴が一定程度ある再就職を希望す
る方
事業説明・登録会／10月15日㈭・16日㈮・
20日㈫・21日㈬午後1時～3時
事前研修／10月27日㈫～30日㈮
職場実習／11月以降（最長3カ月）
※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
場問商業・ものづくり課就業担当
☎5498－6352

介護職員初任者研修受講費用を助成
します
人4月1日～28年3月31日に介護職員初任
者研修を修了し、原則としてこの事業に参
加する介護事業者に勤務か勤務予定の方
助成額／4万円を上限（実費、テキスト
代除く）に介護事業者を通じて助成
※雇用されない場合、助成を受けられな
いことがあります。詳しくは、お問い合
わせください。
問高齢者福祉課支援調整係
☎5742－6728

サザンメイン大学留学生の募集
区の姉妹都市であるポートランド市のメイ
ン州立サザンメイン大学（4年制留学）へ
の留学生（28年9月入学）を募集します。
受付期間／11月6日㈮まで
人区内在住で、トーフルiBT80以上取得の
高校を卒業した方（28年3月卒業見込みも
可）3人（選考）
※選考日時・費用など、詳しくはお問い合
わせください。
問国際友好協会☎5742－6517

お知らせ！

レッツ スポーツ
　選手権バレーボール大会
日10月25日㈰＝9人制家庭婦人
11月3日㈷＝6人制男子・女子　
※時間は午前9時から。
場総合体育館　他
試合方法／ブロック別トーナメント戦（敗者戦あり）
￥1チーム12,000円、連盟登録チーム6,000円
主催／品川区バレーボール連盟
申10月14日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※主将会議は、10月21日㈬午後7時から総合体育館。

　みんなでグラウンド・ゴルフ
　「障害のある方と共に」
日11月3日㈷午前9時～午後2時
場旗台小学校（旗の台4－7－11）
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（保険料込）
運営／荏原Ｂ地域スポーツクラブ
申10月23日㈮までに、電話かFAXでイベント名、住所、
氏名、電話・FAX番号をスポーツ推進課地域スポーツ
推進係へ

　なぎなた初心者教室
日11月5日～26日の木曜日午前10時～11時30分
（全4回）
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人区内在住か在勤の方15人（抽選）
￥2,100円（保険料込）　※なぎなたは無料で貸し出し。
主催／品川区なぎなた連盟
申10月12日㈷（消印有効）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､
電話番号をスポーツ協会へ

　ファミリーキャンプ
　家族で楽しむアウトドアクッキング
1泊2日の初心者向け。多彩な料理にチャレンジします。
日11月7日㈯午前9時～8日㈰午後3時
場みなとが丘ふ頭公園品川区キャンプ場（八潮3－1）
人20人（抽選）
￥3,000円、3歳～中学生1,000円、2歳以下500円
主催／品川区キャンプ協会
申10月15日㈭（消印有効）までに、はがきかFAXで
参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号・Eメールア
ドレスをスポーツ協会へ

　第65回品川区民スポーツ大会（秋季）
申①は当日、直接会場へ、②は10月14日㈬（消印有効）までにはがきかFAXに「デイキャンプ」とし、住所、氏名、
年齢、電話番号をスポーツ協会へ、③は10月29日㈭までに費用を持って同協会へ（10月19日㈪を除く）

競技名 日程 会場 費用 内容
①フォーク
　ダンス

10/24㈯
18:00 戸越体育館 300円 ※上履き持参

②デイキャンプ 10/25㈰ しながわ区民公園（勝島3－2）
中学生以上
4歳～小学生

1,000円
500円

○定員40人（抽選）
※小学生以下保護者同伴

③グラウンド・
　ゴルフ 11/8㈰ 天王洲公園野球場

（東品川2－6） 500円
○一般の部（16歳以上）
※個人対抗4ラウンド32ホールで男女優勝あり
※予備日は11/22㈰しながわ中央公園（区役所前）

ダウ・ケミカル日本＝デジタル生物顕微鏡など8点
高橋佳子＝電子ピアノ1台
岡村製作所マーケティング部＝椅子40脚・テーブル18
台他
山岡加代子＝100,000円
戸越台中学校関係町会＝ウオータークーラー1台
井上文子＝50,000円　他
〔地域振興基金〕91,886円（7・8月分）
中尾誠利＝20,000円、オオゼキ目黒不動前店＝437円、
オオゼキ戸越銀座店＝2,843円、オオゼキ旗の台店＝
16,565円、オオゼキ戸越公園店＝2,041円　他

ご寄付をありがとうございました
（敬称略・順不同）

しながわ学「水とみどり」 
日程（全5回） 内容
11/4㈬ 品川区長基調講演「しながわ、とは」
11/11㈬ 水とみどりが感じられる公園

11/18㈬ 東京都区部の浅層地下水の原状
～特に水質について

11/25㈬ 水辺から見た品川の歴史
～海に開かれたまち・品川

12/2㈬ 水の品川～その魅力をさぐる
※時間は午後6時30分～8時。
場立正大学（大崎4－2－16）
講師／元木靖（立正大学名誉教授）　他　
人16歳以上の方100人（抽選）
申10月19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
○区ホームページから電子申請もできます。
○本紙10月11日号で、本講座5回の聴講を含む「し
ながわ塾」（全15回）の受講生を募集します。

立正大学と協働し、しながわ学を開講します。
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中小企業パソコン教室
教室名 日時

ホームページ
ビルダー応用（全2回）

10/17㈯
9:30～16:30　
10/18㈰
9:30～12:30

ホームページ
ビルダー初級（全3回）

10/20㈫～22㈭
18:00～21:00

イラストレーター
初級（全4回）

10/27㈫～30㈮
18:00～21:00

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各10人
（先着）
￥各1,500円（テキスト代）
申火～金曜日の午前10時～正午、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☎5498－6334

消費生活教室
日10月21日㈬午後2時～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）
内配色のコツ～手持ちの服をすてきにア
レンジ
人30人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－7181へ

星薬科大学公開講座
「秋の薬草見学会」
日10月31日㈯　※小雨実施。

時間 内容

①10:30～12:00 講演「暮らしに役立つ香りのある植物」　

②13:00～15:00 薬草見学、アロマセラピー体験　他　　
人①は16歳以上の方150人（先着）
②はどなたでも
場参当日、①②とも10分前までに同大学
（荏原2－4－41）へ
問文化観光課生涯学習係
同大学☎3786－1011（当日のみ）

土壌汚染対策講習会
日11月27日㈮午後6時～7時30分
場講堂（第三庁舎6階）
人有害物質を取り扱っている区内工場設
置者や事業主など100人（先着）
申10月30日㈮までに、環境課（本庁舎6階）
で配布する申込書を同課（〠140－8715品
川区役所☎5742－6751 Fax5742－6853）
へ郵送かFAX　
※申込書は、区ホームページからダウン
ロードもできます。

立正大学第100回記念公開講座～「石橋
湛山」21世紀に息づく不屈のスピリット
日10月22日㈭午後6時30分～8時50分
内第1部：保阪正康（作家）基調講演
第2部：田中秀征（元経済企画庁長官）
他によるパネルディスカッション
人600人（先着）
場申10月8日㈭（必着）までに、往復は
がき（1枚2人まで）に「第100回記念公
開講座」とし、参加者の住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号を同大学政策広報課（〠
141－8602大崎4－2－16）へ　※立正
大学ホームページ www.ris.ac.jp/から
は10月21日㈬まで申し込めます。
問文化観光課生涯学習係

父親のための親育ちワークショップ
父親同士がつながる！「パパズクラブ」
日程（全5回） 内容

10/24㈯ クッキングを通した参加者同
士の交流

11/ 3㈷ イクメン講座　
11/21㈯ 子どもと絵本を楽しもう
12/ 5㈯ カロムゲームを通した交流
12/26㈯ パパが作るしめ縄飾り

人区内在住で、就学前のお子さんがいる
父親15人（先着）
場申電話で、中原児童センター（小山1－
4－1☎3492－6119）へ

20代から30代のための料理教室
「和風だしを作る 使う バランス料理」
日10月24日㈯午前11時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内筑前煮、魚のみそ幽

ゆう

庵
あん

焼き、雑穀ごはん、
あごだしのみそ汁、抹茶プリン
人20～30歳代の方30人（先着）
￥1,000円
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台
ふきん各1枚
運営／品川栄養士会
申10月22日㈭までに、電話で健康課健康
づくり係☎5742－6746へ

環境学習講座～マレーシアボルネオ島の
世界遺産キナバルパークと周辺の大自然
日11月3日㈷午後2時～4時
人30人（先着）
場申10月26日㈪までに、往復はがきか
FAXで講座名、参加者の住所・氏名・年齢・
電話番号・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。

消費生活教室 ｢食の安全～テレビで
は教えてくれない食品表示の裏話｣
日10月26日㈪午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人40人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－7181へ

小規模事業主向け講演会～スーパー
町医者が語る健康長寿の秘

ひ

訣
けつ

日10月29日㈭午後2時開演
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人40人（先着）　
申電話で、商業・ものづくり課経営相談
係☎5498－6334へ

点訳ボランティア講習会
点字を点字盤で打つ初歩から学びます。
日11月5日㈭・13日㈮・19日㈭・26日㈭、
12月3日㈭・11日㈮・17日㈭、28年1月
7日㈭・15日㈮・21日㈭
午前10時～正午（全10回）
人基本的なパソコン操作（Windows）
ができ、図書館での点訳ボランティア活
動ができる方15人（先着）
場申電話で、品川図書館（北品川2－32
－3☎3471－4667）へ

環境経営セミナー
日11月13日㈮午後1時30分～4時40分
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
内「成果の出る省エネ取り組みとＣＳＲ
報告書から企業の狙いを読み解く」
人区内事業者80人（先着）
申10月30日㈮（必着）までに、環境課で
配布する申込書を同課環境推進係（〠140
－8715品川区役所本庁舎6階☎5742－
6755 Fax5742－6853）へ郵送かFAX、
持参　
※申込書は区ホームページからダウン
ロードもできます。　

八潮高等学校公開講座
「わくわく理科実験教室」
日程（全3回） 内容

12/12㈯ アルコール発酵の実験
「ワイン・人工イクラの作成」

12/19㈯ 豚の頭部の観察
「豚の脳や耳の観察」

28年
1/23㈯

ホバークラフトレース大会
「ホバークラフトの作成」

人15歳以上の方10人（抽選）
￥1,500円
場申11月25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、電話番号を同校（〠140－
0002東品川3－27－22☎3471－7384）へ
問文化観光課生涯学習係

シンポジウム「不燃化10年プロジェ
クト」不燃化建て替えのなぜ？なに？
日10月24日㈯午後1時30分～3時30分
場都民ホール（東京都議会議事堂1階）
人250人（抽選）
申10月19日㈪（必着）までに、往復はが
きかFAX、Eメールでシンポジウム名、
参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番
号を都市防災研究所（〠100－6307千
代田区丸の内2－4－1－725 Fax5218－
0881 funenka@telepac.jp）へ
問東京都防災都市づくり課☎5320－
5075、木密整備推進課☎5742－6779

昭和大学公開講座「暮らしと健康～
健康な高齢人生を送るために」
日程（全2回） テーマ・講師

11/14
㈯

上手に薬を飲む工夫　
倉田なおみ（薬学部教授）
失われた歯と健康を取り戻す
佐藤裕二（歯学部教授）

11/28
㈯

健康な高齢人生と看護
中村綾子（保健医療学部講師）
いつまでも健康な視力を維持
するために～白内障、緑内障、
加齢黄斑変性について
小菅正太郎（医学部講師）　

場同大学（旗の台1－5－8）
人16歳以上の方200人（抽選）
申10月19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

講演会「お肉を安全に食べよう！～
知って納得！お肉の常識～」
安全なお肉の食べ方についてわかりやす
く話します。
日11月10日㈫午後2時～4時
場講堂（第三庁舎6階）
人100人（先着）
申電話で、生活衛生課食品衛生担当☎
5742－9139へ

東京医療保健大学
パートナーシップ講座
日11月14日㈯午前10時～正午
場同大学（東五反田4－1－17）
内「逆境を乗り越える力、折れない心を育
てるーレジリエンスとは何かー」
講師／秋山美紀（医療保健学部准教授）
人16歳以上の方50人程度（抽選）
申10月30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

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10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

講座・講演

※時間は午前10時30分～正午、10月24日は午
後1時まで。

※時間は午後1時～4時。

※時間は午後0時30分～5時30分。

電子

電子
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問福祉計画課地域福祉推進担当☎5742－6914

2015品川区民「秋のコンサート」
日11月14日㈯午後6時30分開演　
（午後6時開場）
場きゅりあん（大井町駅前）　
曲目／チャイコフスキー：ピアノ協奏曲
第1番、マーラー：交響曲第1番“巨人”
指揮／横島勝人　ピアノ／菊地裕介
演奏／品川区民管弦楽団
￥700円（全席自由）　※当日券あり。
チケット販売／チケットセンターキュリ
ア☎5479－4140　他
※当日券は、会場前入り口で販売します。
託児／1歳～就学前の一人遊びのできる
お子さん10人（先着）　
※おやつ代100円。
○託児希望の方は、11月4日㈬（必着）
までに、はがきに「コンサートの託児」
とし、住所、氏名、電話番号、お子さん
の氏名（ふりがな）・性別・月年齢を文化
観光課文化振興係へ
問文化観光課文化振興係

ウェルカムセンター原・交流施設
原まつりフリーマーケット出店募集
日11月8日㈰午前10時～午後2時30分
募集数／40店（抽選）　出店料／500円
場申10月15日㈭（必着）までに、往復はが
きに「フリマ」とし、住所、氏名、年齢、電
話番号をウェルカムセンター原（〠140－
0015西大井2－5－21）へ
問ウェルカムセンター原☎5742－4660
大井第三地域センター☎3773－2000

第32回はたのだいまつり
日10月17日㈯正午～午後6時
18日㈰午前10時～午後3時
場旗の台文化センター・旗の台公園・旗
の台児童センター（旗の台5－19－5）
内作品展示、活動発表、模擬店など
問旗の台文化センター☎3786－5191

薬と健康の無料相談とパネル展示

日時 会場　
10/20㈫～23㈮
10:00～15:00

品川保健センター
（北品川3－11－22）

10/25㈰
10:00～16:00

イトーヨーカドー大井町店
（大井町駅前）

問生活衛生課医薬環境衛生担当
☎5742－9137

品川清掃工場見学会
日10月24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10月22日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

第33回品川区住宅まつり
日10月25日㈰午前10時～午後3時
※小雨実施。
場西大井広場公園（西大井駅前）
内住宅相談、耐震建物の展示、無料包丁
とぎ、工作広場、ジャンボ塗り絵　他
問品川区住環境改善協議会☎3786－2233
都市計画課住宅運営担当☎5742－6777

えばぶんオータムフェスティバル
日10月17日㈯午前10時～午後6時
18日㈰午前10時～午後4時
内活動発表、作品展示、模擬店など
場問荏原文化センター（中延1－9－15☎
3785－1241）

区民のいけばな展～秋のバラード
日10月24日㈯午後1時～7時
25日㈰午前10時～午後6時
場きゅりあん（大井町駅前）
問品川区華道茶道文化協会川口理事長☎
3783－7246、文化観光課文化振興係

親子の絆
きずな

コンサート2015
日12月26日㈯午後1時～3時
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内講演、歌とピアノコンサート（第一部：
二期会マミーシンガーズ、第二部：角聖子、
品川少年少女合唱団）
人妊娠中・育児中の方、子育てに関心のあ
る方430人程度（抽選）

申11月20日㈮（消印有効）までに、図書館、
児童センターなどで配布する専用はがきか
往復はがきで希望人数、代表者の住所・
氏名・年齢・電話番号を親子の絆コンサー
ト事務局（〠170－0005豊島区南大塚2－
39－7－7階）へ
※専用はがきは10月15日㈭から配布。
問東京都青少年・治安対策本部青少年課
☎5388－3064、子ども育成課庶務係☎
5742－6720

シルバーダンス・パーティー
日11月15日㈰午前10時30分～午後4時
（午前10時20分受付開始）
内初心者講習、交流ダンスタイム　他
人60歳以上の方300人（先着）
場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
●ダンスメイトと運営スタッフ募集
申10月9日㈮（必着）までに、電話かはが
きに「ダンスメイト」か「運営スタッフ」とし、
住所、氏名、年齢、性別、電話番号を高齢
者地域支援課介護予防推進係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6733）へ

イベント
●法の日無料不動産相談　10月6
日㈫午後1時30分～4時30分。当
日、本庁舎3階ロビーへ。●土地
建物の調査・測量、境界問題・土
地分筆、不動産表示登記の相談
☎3781－3736東京土地家屋調査
士会品川支部・小菅●新築、増築、
耐震、設計、工事、構造など建物
の相談☎3766－6104東京都建築
士事務所協会品川支部・佐藤
●話の広場くるすの会「朗読と話
し方」　10月24日㈯午後2時～4時。
当日、中小企業 へ。☎3799－
2760増宮

●林試の森フェスタ　マーケット、
バザー、コンサートなど。10月4日
㈰午前10時30分～午後4時。小雨
決行。当日、林試の森公園へ。☎
080－1239－8743同実行委員会
●第5回Polaris写真展　10月27
日㈫～11月1日㈰午前11時～午後
7時、最終日は午後4時まで。スク
エア荏原。☎090－4214－5212
同事務局・小高
●第19回共生共走5時間リレーマ
ラソン　舞台、模擬店などあり。11
月8日㈰午前9時受付、10時30分出
走。八潮多目的広場。参加費2,000
円、高校生以下無料。☎090－
2433－0102同実行委員会・加藤

サークルなど
●旗の台さつきトリムクラブ　㈭
午後1時30分。旗の台文化 。月
1,000円。（入）500円。☎3777－
2439吉野
●後地トリムクラブ　㈬午後7時。
後地小。4カ月3,000円。（入）1,000
円。☎6426－9455熊谷
●将友会（将棋）　60歳以上。見
学歓迎。第1・3㈭午前9時。東大
井 。年2,000円。☎3799－2847
飯塚
●陶和会（陶芸）　60歳以上。㈬
午後。小山シルバー 。月1,000円
（入）1,000円。☎3787－5124山本

●きんぷく囲碁クラブ　社会人向
け・初心者向けあり。㈫㈮午後6時。
中小企業 。月1,000円。☎3425
－2940竹田
●銀の工房（シルバーアクセサ
リー） 　見学可。第3㈰午後1時30
分。東品川文化 。月2,000円。
☎090－2212－3049猪股
●すみれ会（新舞踊）　60歳以上。
㈭午後1時。関ヶ原シルバー 。
月2,000円。☎3776－4285川合
●あすなろ（ペン習字）　第1・3
㈭午後6時30分。荏原文化 。月
2,500円。（入）1,000円。☎3782
－0521山岸

●健康太極拳　悠　初心者歓迎。
㈪午後7時。城南小。月2,000円。
☎090－3814－9419田

た

草
くさ

川
がわ

●太極拳クラブ　初心者歓迎。①
第1・3・4㈰＝戸越台中、②第2・4・
5㈯＝戸越 。午前10時。月各
2,000円。 ☎090－3814－9419
田草川
●品川レッズ（還暦野球）　60歳
以上。㈬午後1時。天王洲グラウ
ンド他。月1,000円。（入）1,000円。
☎090－4134－5355長濱
●ピリアロハ（フラダンス）　㈭
午前10時30分。旗の台文化 。
月4,500円。（入）1,000円。☎3458
－4884橋本

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

催　し

文化・イベント情報文化・イベント情報
Ｏ美術館　10月の催し
●3日㈯～7日㈬／21世紀オール青山美
術展　（絵画、工芸、写真）
●10日㈯～12日㈷／しながわ夢さん橋
「大崎今昔展」（歴史展）
●16日㈮～11月11日㈬／品川区民芸術
祭2015　Ｏ美術館企画展　「日本初の
女性報道写真家　笹本恒子100歳展」
※8面参照。　
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。

　
●8日㈭～12日㈷／Ｍ

モ　ノ

ＯＮＯアトリエ絵
画教室作品展（絵画、工作）
●14日㈬～19日㈪／長瀬末子水彩画展
●22日㈭～25日㈰／Ｍ

エムオーエー

ＯＡ美術館　品
川区児童作品展（絵画）
●28日㈬～11月2日㈪／第44回千墨書
道展
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。

　
参加店舗内の商品名などの一部を英語
で表示、読んだお子さんに英単語カード
などを進呈。
日10月26日㈪～31日㈯
※31日㈯ハロウィンの日は仮装した外
国の方と交流イベントを開催予定。
場北品川本通り商店会、北品川商店街、
京急新馬場商店街、戸越銀座商店街
人小学生以下のお子さん
問品川区商店街連合会☎5498－5931
shoren.shinagawa.or.jp/

　
日10月17日㈯午後1時～3時
内「足は第二の心臓といわれています」
「麻酔を受ける方へ」
人90人（先着）
場参当日、同病院（東大井6－3－22☎
3764－0511）へ

日10月24日㈯・25日㈰
午前11時～午後4時
内地方物産展に旬の食材が大集合　他
場問武蔵小山一番通り商栄会・中村
☎3788－2141

日11月1日㈰午前10時～午後3時
場後地小学校（小山2－4－6）
内模擬店、後地阿波踊り、商店街のキャ
ラクターと品川音頭を踊ろう　他
問後地商店連合会・廣井
☎090－1997－9790

日12月5日㈯午後1時30分～4時30分
場ホテルサンルート品川シーサイド（東
品川4－12－8）
人独身の方40人  ※独身証明書が必要。
￥4,800円
申11月5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 Fax3700－5965）へ

区民ギャラリー　10月の催し

商店街で英語に触れよう

東芝病院公開講座

うしろじ祭り

武蔵小山名物
「一番祭」ムサコマルシェ

品川区勤労者交流・マリッジサポート
クリスマススペシャルパーティー

※相談希望の方は、お薬手帳をお持ちください。

日時 テーマ 会場 定員（先着）

10/16㈮
14:00～16:00 よくわかる「マイナンバー講座」南大井文化センター（南大井1－12－6） 140人

10/16㈮
18:30～20:00 品川は歴史の宝庫！ 荏原第四区民集会所

（中延5－3－12） 90人

10/16㈮
19:00～20:30 しながわ歴史散策へのお誘い 品川第二区民集会所

（南品川5－3－20） 各
75人11/21㈯

14:00～16:00 悪質商法の対処法 大井第二区民集会所
（大井2－27－20）

参当日、各会場へ　問選挙管理委員会事務局☎5742－6845

明るい選挙推進協議会地区教養講座

区ではすべての人にやさしいまちづくりをめ
ざして「おたがいさま運動」を推進しています。
この運動は「困っている人がいたら助ける。
困ったときは『助けて』と言える。そんなこ
とがあたりまえにできる『支え合いのまちづ
くり』」をみんなで進める運動です。



地域の課題解決や暮らしの向上に向けて区内で活動している消費者団体、町会・自治会、
NPO、ボランティア団体、商店街、学校、企業などが活動を紹介し、交流するイベン
トです。
日28年2月13日㈯・14日㈰午前10時～午後4時
場きゅりあん（大井町駅前）
内活動紹介のブース出展、ステージへの出演、パンフレットへの掲載
申10月16日㈮午後5時（必着）までに、地域活動課で配布する申込書を同課協働推進
係（〠140－8715品川区役所第二庁舎6階☎5742－6693）へ郵送か持参
※申込書は区ホームページからダウンロードもできます。
※10月30日㈮に参加申し込み団体を対象に説明会を開催します。

品川区消費生活・社会貢献活動展の参加団体募集

「ゆたかな暮らし つながる地域2016」

・外国人人口…………10,940
　　男………………… 5,331
　　女………………… 5,609

総人口…………… 376,380世帯…………………208,340

・日本人人口………… 365,440
　　男…………………  179,245
　　女…………………  186,195

  人口と世帯（平成27年9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）

10/1
1971号

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

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。

※10月1日㈭から89.7Mhzに変わりました。

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

89.7Mhz
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10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
 　カポエイラ(仮)

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 トビーが行く！　
飛び入り！しながわ役立ち隊

月 しながわのチ・カ・ラ
メードイン品川物語PART2

火
語り継ぐ品川現代史
 　焼け野原からの復興㈠
にぎわいの象徴 町会みこし（仮）

水 しながわのチ・カ・ラ
しながわで戦争を語り継ぐ

三之助　とっておきの品川
品川の伝統工芸　其の五

木 トビーが行く！  
しながわ時間旅行

品川の昔話  
光福寺の大イ
チョウ

品川歴史探訪
品川の農業～姿を消した品川
の農業と品川カブの復活

金 復活！しながわ探検隊
三之助　とっておきの品川
ビルが発信基地！？
中延をアートのまちに

新

語り継ぐ品川現代史
焼け野原からの復興㈠
にぎわいの象徴 町会み
こし（仮）

新

緊急時・災害時などに、区ホームペー
ジ、しなメール、品川区ツイッター
などで発信する緊急情報を音声で聞
くことができます。　※防災行政無
線を聞くことはできません。

緊急情報発信ダイヤル
☎3777－2292

問広報広聴課☎5742－6631

草木染手機織物

平成17年入門
藤山優子

日10月9日㈮・10日㈯ 
　午前10時～午後4時
場中小企業センター
　1階ロビー
　（西品川1－28－3）
問商業・ものづくり課
　☎5498－6335 

伝 統 工 芸 の 実 演

● 男女共同参画推進フォーラム2015
● マイナンバー制度
● 3R推進月間　● 児童虐待防止推進月間

次号予告　10月11日号

焼け野原からの復興三部
作　第一弾。まちのにぎ
わいの象徴としての町会
みこしに込めた人々の思
いを紹介します。

￥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）

クリスマス・イヴを舞台にした、4人の若い芸術家と2人の美しい娘の
純愛物語。解説と日本語字幕付きでお届けします。

しながわ水族館
「ハッピーハロウィン2015」

モンスターにちなんだ生物の展示
や「イルカと記念撮影」「アザラ
シと記念撮影」などを実施。クラ
ゲフォトスタジオではハロウィン
衣装を貸し出し、ハロウィン気分
を盛り上げます。

￥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・在学の方は住所（65歳以上の方は
年齢も）の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/）

品川区上大崎に生まれ、昨年百歳を迎えた笹本恒子
さん。女性が活躍することの困難な時代からカメラ
を通して奮闘してきた笹本
さんの軌跡を振り返る写真
展。日米開戦前夜の貴重な
写真や戦後復興から平成に
至る日本の歩みを感じとる
ことのできる写真の数々を
ご覧ください。

品川区民芸術祭2015　　　 Ｏ美術館企画展

日本初の女性報道写真家
笹本恒子100歳展

―生誕の地・品川での開催―

※木曜日休館。金曜日は午後8時まで。
10月16日㈮～11月11日㈬ 午前10時～午後6時

ブルーキャンディル

カボチャの
衣装を着た
ダイバー

カボチャや魔女の衣装で水中ショー
かぼちゃランタンのアシカショー

などもあります。

～～CC
キュリアスキュリアス

URIUSURIUSメンバーと声楽家による～メンバーと声楽家による～
オペラハイライトオペラハイライト 『ラ・ボエーム』 『ラ・ボエーム』G.プッチーニG.プッチーニ

日12月20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）
出演／服部容子（指揮）、CURIUSより：藤澤みどり（ソプラノ）・柿沼叔子（ピ
アノ）・兼田絵美（ピアノ）   他
￥1,500円、学生1,000円（全席指定）
発売開始／10月7日㈬
　窓口販売　 午前9時から／スクエア荏原・きゅりあん・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へ
　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

10月31日㈯まで

ふるさと
納税

　品川区にお住まいの方、働き・学び・訪
れる方、かつて住んでいた方、これから住
みたい方、愛着がある方などに品川区を応
援する“ふるさと納税”をお願いします。
　いただいた“ふるさと納税”は、災害対
策、子育て、高齢者・障害者福祉、教育、
生涯学習など品川区の様々な施策の充実・
発展に活用します。

　なお、“ふるさと納税”の額に応じて、区
にゆかりのある品物などの返礼品を用意
しています。
　“ふるさと納税”の納付方法や手続きなど
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。区役所や地
域センターなどで「払込取扱票」の付い
たリーフレットも配布しています。

あなたとあなたと

しな
がわをつなぐしな
がわをつなぐ

　問い合わせ
●ふるさと納税の税額控除に関して
税務課課税担当☎5742－6663～6
●ふるさと納税の払込取扱票・返礼品に関して
税務課税務係☎5742－6662
●その他ふるさと納税に関して
総務課総務係☎5742－6625

“蟻
あり

の街のマリア”北原怜
さと

子
こ

（社会奉仕家）    昭和28年

調査票は、「郵送提出用封筒」で10月7日㈬までにポストに
投函してください。調査員に直接提出することもできます。
福祉施策や生活環境整備、災害対策など、日本の未来をつく
るための大切な調査です。ご理解とご協力をお願いします。
問地域活動課統計係☎5742－6869

国勢調査
実施中です

区ホームページで動画配信をしています


