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　WinWin（ウイン ウイン）とは勝ち負けを競うのではなく共に勝つこと、お互い
の望みをかなえようと協力するという考え方です。
　コーチングスキルとWinWinの関係づくりを組み合わせたプログラムを開発し、
子育て経験をいかす人の育成や活動など、女性の活躍をサポートしている講師に、
誰もが自分に自信を持って周りとの関係性が良くなるポイントなどを話していただ
きます。
講師／上野恭子（WinWin育成協会理事長）　※手話通訳あり。
人小学生以上の方150人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん（抽選）
申10月30日㈮（必着）までに、往復はがき（1枚2人まで）に「フォーラム参加希望」とし、全員の住所・氏名・電
話番号、託児希望の方はお子さんの氏名・月年齢、手話通訳希望の有無を男女共同参画センター（〠140－0011東大
井5－18－1）へ
※定員に空きがある場合は、当日開演5分前に受け付けをします（託児は事前申し込みのみ）。

男女共同参画推進フォーラム男女共同参画推進フォーラム 20152015

講師プロフィール

上
う え の

野恭
き ょ う こ

子
昭和36年、名古屋市生まれ。
大学卒業後、システムエンジ
ニアとして働くが、出産を機
に退職。自身の子育て、パー
ト勤務、パソコン講師などを
経て、現在、東京と名古屋に
てコーチングスクールを経
営。「仲間を増やす共感力」や
「親も子も育つ7つの言葉が
け」などのテーマで、全国の
企業や行政の研修・講演で活
動中。

区では、区民一人ひとりが互いに人権を尊重しつつ責任
を分かちあい、能力と個性を発揮できる男女共同参画社
会の実現に向けて取り組んでいます。この取り組みの一
環として、今年も、公募の区民の方を中心に企画した「男
女共同参画推進フォーラム2015」を開催します。

11月14日㈯午後1時30分開演
（午後1時開場）　
きゅりあん小ホール
（大井町駅前）

日時

場所

講演会 はじめてみよう Win Win～認める＋伝える＝幸せの共有～

児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを使用した広報・啓発活動
を通じ、一人でも多くの方に「児童虐待防止」に関心を持ってもらい、子
どもたちの笑顔を守るために一人ひとりに何ができるのかを呼びかけてい
く活動です。

オレンジリボンたすきリレー
オレンジリボンをたすきに仕立て、渋谷ハチ公前から横浜山下公園までリ
レーします。ぜひ応援に来てください。
日10月25日㈰午前11時15分頃
場第一京浜国道沿い（北品川駅～新馬場駅）

区役所でのパネル展示
日10月26日㈪～11月6日㈮午前8時30分～午後5時
※土曜日・祝日を除く。火曜日は午後7時まで。
場区役所本庁舎・第二庁舎連絡通路

11月は児童虐待防止推進月間です
区では、児童虐待防止推進月間と10月・11月の里親月間にちなんでキャンペーンを行います。

問い合わせ／子ども育成課児童相談係☎5742－6959

「ほっとファミリー」の里親や里子の経験者の話を
聞く貴重な機会です。ぜひご参加ください。
日11月21日㈯午前10時～11時45分
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人100人（先着）
申電話かFAXで、住所、氏名、電話番号を子育て支援センター
（☎5749－1032Fax5749－1036）へ

ほっとファミリーとは
様々な理由で親と一緒に暮らすことのできない子どもたち
を一定期間養育する ｢養育家庭｣を東京都では「ほっとファ
ミリー」と呼んでいます。

もしかしたら虐待かな？と思ったら「迷わず、すみやかに」右記まで
ご連絡ください。連絡された方の秘密は守られます。
※24時間つながります。

しながわ見守りホットライン（児童虐待）

☎3772－6622

オレンジリボンキャンペーン 養育家庭体験発表会

問い合わせ／男女共同参画センター☎5479－4104　共催／男女共同参画推進フォーラム2015企画運営委員会

※機種によっては正しく表示されない場合があります。 スマートフォン用 携帯電話用
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　環境学習講座
　試作！工作！アニメマシン

アニメーションのしくみを学び、身近な材料を使って電
気を使わないアニメマシンを作ります。
日11月8日㈰午後2時～4時　
講師／久保利加子（茨城県おもしろ理科先生講師）
人小学生24人（抽選）　※小学3年生以下は保護者同伴。
場申10月26日㈪（必着）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。

　産業技術高専オープンカレッジ
　「小中学生のための楽しいロボット講座」

自律型光センサロボットの制御を楽しく学び、ロボット
コンテストを行います。製作したロボットは持ち帰れま
す。
日11月14日㈯・15日㈰午前10時～午後4時（全2回）
人小学5年生～中学生20人（抽選）
￥3,700円
場申10月29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、
電話番号を産業技術高等専門学校（〠140－0011東大
井1－10－40Fax3471－6338 soffice@metro-cit.
ac.jp）へ
問文化観光課生涯学習係

　休日児童水泳教室Ａコース

日11月～28年3月の第2・4日曜日午前9時30分～11時
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人5歳～中学生50人（抽選）
￥1回600円、他に年間登録費2,000円（保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申10月20日㈫（必着）までに、往復はがきに「児童水
泳Ａ」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、学
校（園）名、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

　日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー第5弾、第6弾

2020東京オリンピック・パラリンピックの予定競技を
見に行こう。
●テニス観戦ツアー
日11月22日㈰午前8時～午後4時
※国際展示場駅午前8時集合。
場有明テニスの森公園（江東区有明）
内安藤証券オープン東京2015（女子国際大会）観戦と
体験教室
人中学生40人（抽選）　※昼食は各自用意。
●ジュニアサッカー講座と観戦ツアー
日11月22日㈰（総合体育館午前9時30分集合・午後5
時解散予定）
※総合体育館まで保護者の送迎が必要。

内サッカー講座（総合体育館）：午前9時30分～11時
ＦＣ東京対サガン鳥栖戦観戦（味の素スタジアム〈調布
市〉）：午前11時～午後5時　※往復バス。
人小学生80人（抽選）　※昼食は各自用意。
―――――――――――　共　通　―――――――――――
申10月30日㈮（消印有効）までに、往復はがき（1枚4
人まで）に「テニス観戦」か「サッカー講座」とし、参
加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・学校名・
学年・電話番号・保護者氏名をスポーツ協会へ
※参加には保護者の同意が必要です。確認のうえ、は
がきに「保護者同意済」と記入してください。
※重複申し込みは無効。
※当選後のメンバー変更はできません。

〠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

　児童センターまつりで楽しもう！

日程 時間 内容 会場（雨天決行）・問い合わせ

10/17㈯ 12:45～17:00 はたのだいまつり（活動発表）
旗の台文化センター・旗の台児童センター・旗の台公園
（旗の台5－19－5）
※18日㈰は、雨天時は旗の台児童センター　
問旗の台児童センター☎3785－128010/18㈰ 11:00～14:30 はたのだいまつり（模擬店・ゲームコーナーなど）

10/24㈯

13:30～15:00 ハロウィン～「trick or treat」っていえるかな～ 小関児童センター（北品川5－8－15☎3449－1676）

13:00～15:30 ゆたかっこまつり 戸越公園（豊町2－1）※雨天時はゆたか児童センター（豊
町1－18－15）　問ゆたか児童センター☎3786－0633

14:30～16:00 ハロウィン!!2015☆南ゆたか 南ゆたか児童センター（豊町4－17－21☎3781－3577）

10/25㈰ 13:00～15:30 がらくたまつり
鈴ケ森小学校校庭・体育館（南大井4－16－2）
問水神児童センター☎3768－2027
南大井児童センター☎3761－4148

11/14㈯

12:15～15:30 第29回かっぱっこまつり 東品川児童センター（東品川1－34－9☎3472－5806）
11:00～13:00 ふれあいどんどまつり 南品川児童センター（南品川4－5－28☎3450－5043）

13:00～16:00 えこえこまつり 大井倉田児童センター（大井4－11－34☎3776－
4881）

13:45～16:00 秋フェスタ’15 後地児童センター（小山2－9－19☎3785－5033）
11:00～14:30 TPFまつり 冨士見台児童センター（西大井6－1－8☎3785－7834）

11:00～15:00
やしお子どもふれあいフェス
ティバル 八潮児童センター（八潮5－10－27☎3799－3000）

11/28㈯ リユース　フェスタ 一本橋児童センター（大井2－25－1☎3775－4352）

筋筋力力向向上上トレーニング
●いきいきコース参加者募集
日12月7日～28年3月14日の月・木曜日
午前10時～11時30分（全24回）
場①東品川シルバーセンター（東品川3－32－10）
②いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内筋力トレーニングマシンを使ったトレーニング、ウオーキング、ス
トレッチ運動など
人区内在住で、次の全てにあてはまる方各16人（抽選）
・65歳以上　
・自力で会場への往復ができる　
・現在運動をするのに支障がない　
・①は東品川シルバーセンター (11月19日㈭午前10時)、②はいきい
きラボ関ヶ原(11月16日㈪午前10時)で行う説明会に必ず出席できる
￥各7,200円
申10月23日㈮までの月～金曜日午前10時～午後5時に、本人が電話
でコナミスポーツクラブ 0120－919－573へ
●トレーニング協力員募集
日いきいきコース開催日の午前9時30分～正午
内会場の準備、トレーニングの補助など　
人区内在住で、月・木曜日両日可能な方若干名（選考）　
謝礼／1回2,000円
申本人が電話でコナミスポーツクラブへ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　共　通　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
問高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

いきいき
つまみ食いウオーク2015

～しながわの商店街　東急沿線いいもの巡り～
特製マップを片手に、つまみ食いを楽しみながら荏原地区の商店街を巡ります。
日11月14日㈯午前11時～午後3時　※受付は正午まで。
コース／文庫の森（豊町1－16）スタート　※一周約7ｋｍ、約2時間。
Ａコース（平和坂通り→戸越銀座→荏原中延→荏原町→中延→戸越公園→宮前）
Ｂコース（宮前→戸越公園→中延→荏原町→荏原中延→戸越銀座→平和坂通り）
人各1,250人（先着）
申10月13日㈫～15日㈭（必着）までに、往復はがきで希望コース、人数（4人まで）、
代表者の氏名・電話番号を「しながわつまみ食いウオーク」係（〠225－0003横
浜市青葉区新石川2－5－5）へ　※10月12日㈷以前に到着したはがきは無効。
○10月13日㈫から、 www.tokyuensen.com/からも申し込めます。
問しながわつまみ食いウオーク事務局☎045－904－6319（10月13日㈫より月～
金曜日午前10時～午後5時）、しながわ観光協会☎5743－7642（月曜日・祝日休
館）、文化観光課観光担当☎5742－6913

■教育委員が決まりました

　去る9月18日の第3回区議会定例会本会議
で冨尾則子氏の教育委員会委員への任命が
同意され、10月11日付けで就任しました。

冨尾則子氏
（44歳）　
医師〈日本小児
科学会専門医〉、
品川区就学相談
員、子どもの心
相談医

教育委員が決まりました平成27年国勢調査
調査票の提出はお済みですか？
日本に住むすべての人と
世帯が対象です

　現在、調査票の提出を受け付け
ています。まだ調査票の提出がお済
みでない場合は、調査票に記入の上、
「郵送提出用封筒」に入れて郵便
ポストに投函してください。速やか
なご提出をよろしくお願いします。
問地域活動課統計係
☎5742－6869

　トリック　　　  オア　　　 トリート
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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11月9日㈪～13日㈮
午後1時30分～4時（全5回）
※11日は午後1時から、12日は午前9時30
分～正午。
内事業概要、救命講習、保育実習（各保
育園）他
人区内在住で20歳以上の方
託児／2歳～就学前のお子さん
￥1,400円（教材費）
場申10月26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、託
児希望の方はお子さんの年齢・性別を平塚
ファミリー・サポート・センター（〠142－
0051平塚2－12－2☎5749－1033）へ

三徳会第48回地域交流会
日10月31日㈯午後2時～4時
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内プロが教える「ことば・きこえ・飲み込
み」言語聴覚士を迎えて
人100人（先着）
申10月29日㈭までに、電話で荏原在宅
サービスセンター☎5750－3708へ

国民年金保険料の免除・納付猶予制度
　保険料を納めることが困難な場合は、本
人・配偶者・世帯主の所得が基準以下で
あれば納付を免除する「保険料免除制度」
があります。また、失業したばかりの方の
所得を審査対象としない「特例免除」や世
帯主の所得を審査対象としない「若年者納
付猶予制度」（学生を除く、30歳未満対象）
もあります。
　申請できるのは、申請時点の2年1カ月
前の月分までです。

申請に必要なもの／
・年金手帳や基礎年金番号がわかるもの
・失業した方は、離職票か雇用保険受給資
格者証など
※詳しくはお問い合わせください。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

住宅のエコ・バリアフリー改修工事
費用の一部を助成します
対象／次の全てにあてはまる工事
①着工前
②区内業者に発注して行う既存住宅の改修
③他の助成制度などを利用していない
④次のいずれかの工事を含み、全体工事
金額が10万円以上

エコ改修

LED照明器具設置、遮熱性
塗装、日射調整フィルム設
置、窓や外壁の断熱改修
など

バリアフリー
改修

手すり設置、段差解消、ト
イレや浴室の改修など

その他の工事
屋根の軽量化、外壁耐火
パネルの設置、防犯ガラス・
扉などの設置など

申込者の主な要件／
①個人
・工事対象住宅に居住しているか改修後に
居住する方
・工事対象住宅の所有者か賃借者の方
※賃借者の場合は所有者から工事の承諾
を得ていること。
・前年合計所得が1,200万円以下の方
②民間賃貸住宅個人オーナー
・区内に賃貸住宅を所有している個人の方
・前年合計所得が1,200万円以下の方
③マンション管理組合
・共用部分の工事である
・対象工事について総会などで区分所有者
の承認が得られている
助成額／工事金額の10％（上限20万円。
賃貸住宅個人オーナー、管理組合が申込
者の場合は上限100万円）

申着工前に工事着手届と必要書類を都市
計画課住宅運営担当（本庁舎6階☎5742
－6777）へ持参
※詳しくは同課で配布する募集案内をご覧
ください。区ホームページからダウンロー
ドもできます。
〇区内の施工業者をお探しの方には、住宅
センター協議会を通じて、施工業者を紹介
することができます。詳しくは都市計画課
までお問い合わせください。

武蔵小山創業支援センターオフィス
入居者募集
商業・サービス業の創業事業者の育成を目
的としたインキュベーション施設です。
所在地／小山3－27－5
募集数／1室＝605号室（5.66㎡）
入居期間／2年　
※状況により1回更新可。
￥月23,000円、保証金69,000円
応募資格／サービス業か小売業で6カ月以
内に創業予定か創業後3年未満の中小企業
者で、成長意欲の高い方など
申込期限／10月20日㈫（必着）
※要件や申し込み方法など、詳しくは区ホー
ムページをご覧いただくか同センター☎
5749－4540までお問い合わせください。
問商業・ものづくり課☎5498－6352

講座・講演

ウェルカムセンター原・交流施設
大きな楽譜でコーラス入門
日11月5日～12月10日の木曜日
午前10時～11時30分（全6回）
人30人（抽選）　￥3,000円
場申10月26日㈪（必着）までに、往復は
がきに「コーラス」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

区民プロデュース型講演会「こども
のアトピー・喘

ぜ ん そ く

息・食物アレルギー｣
日時（全2回） 内容 講師
11月14日㈯
午後2時15分
～4時15分

こどものアト
ピー性皮膚炎・
喘息

中村俊紀
（昭和大学医
学部助教）

11月29日㈰
午後1時
～4時15分

こどもの食物
アレルギー

今井孝成
（昭和大学医
学部講師）

場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人16歳以上の方100人（抽選）
運営／品川食物アレルギーの会
申10月30日㈮（必着）までに、往復はが
きに「品川食物アレルギーの会」とし、参
加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号、講師への質問を文化観光課文
化振興係へ

荏原医師会主催区民公開講座
簡単な体操を行います。
日11月19日㈭午後2時～3時30分
内講演「いつまでも元気で歩くために～ロ
コモティブシンドロ－ムって、なあに？」
講師／別府諸兄（日本股関節研究振興財
団理事長）
人70人（先着）
場申電話で、荏原医師会（中延2－6－5
☎3783－5166）へ

「イクメン読み聞かせ講座」参加者募集
どんな本を選び、どんな風に読めば良いの
かがわかる、楽しい実践的な講座です。
日11月7日㈯午後2時～4時
場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
講師／山本典子（ウーヴ元理事長）
人育児中の男性の方20人（抽選）
託児／1～6歳のお子さん
申10月24日㈯（必着）までに、往復はが
きで講座名、住所、氏名、電話番号、託
児希望の方はお子さんの氏名・年齢を五反
田図書館（〠141－0031西五反田6－5－1
☎3492－2131）へ

お知らせ！

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

　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11月5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

　精神保健講演会

日11月5日㈭午後6時30分～8時30分
内「私のうつ　あなたのうつ～うつ病に
ついての知識と理解～」
講師／石垣達也（東横恵愛病院院長）　
人90人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 12/20㈰ 13:30～16:30

荏原保健
センター 12/ 5㈯ 9:30～12:30

13:30～16:30
内もく浴実習、講義「赤ちゃんとの生活」、
マタニティリラクセーション他
人区内在住で、初めての出産を控えた妊
娠22週以降のカップル24組（選考）

申11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

　お済みですか？品川区国保基本健診

　生活習慣病の予防と早
期発見を目的とした健診
です。あなたの健康を守
るだけでなく、年々増加
している生活習慣病の医
療費を抑えることにもつ
ながります。
　5月下旬に送付した受診券、問診票、
保険証を持って区内契約医療機関で受診
してください（無料）。
※受診券の再発行可。
※土・日曜日に受診できる医療機関あり。
問国保医療年金課保健指導係
☎5742－6902

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）

10月11日㈰
12日㈷
18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11日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　大森レインボー歯科 南大井 6 －17－10 ☎3764－0018
　　　蛇窪歯科 二　葉 2 － 4 － 2 ☎3781－1370
　　　根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
　　　上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

10月12日㈷

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
　　　轟歯科医院 南大井 6 －19－16 ☎3762－7020
　　　鈴木歯科クリニック 豊　町 6 － 5 － 5 ☎3785－7764
　　　阿部整骨院 西品川 3 － 1 －20 ☎3490－2730
　　　中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

10月18日㈰

　　　藤川医院 大　井 7 －29－ 2 ☎3771－1764
　　　古川歯科 南大井 6 －25－ 3 ☎3765－3307
　　　平田歯科医院 豊　町 5 － 1 －12 ☎5498－1260
　　　篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
　　　工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

  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17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。

小

内

内

内

内

内

小

小

小

小
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歯
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歯

歯

歯

骨

骨

骨

骨

骨

骨

内 小

薬

薬

薬

応 急 診 療 所
小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

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 
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マイナンバーの通知
が始まります。自分
の手元にきちんと届

くのか、それをどのように使うのかな
どの疑問にお答えします。

マイナンバー（社会保障・税番号）制度の導入にあたり「行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（番
号法）に基づき、パブリックコメントを実施しました。このたび、「地
方税の賦課及び徴収に関する事務についての特定個人情報保護評価
書」が決定しましたので、その内容をお知らせします。

評価書の内容
地方税の賦課及び徴収に関する事務において、マイナンバーを含む
個人情報（特定個人情報）を取り扱うにあたり、想定されるリスク
対策などを記載したものです。主な内容は、基本情報、事務の内容、
特定個人情報ファイルの概要、記録項目、特定個人情報ファイルの
取り扱いプロセスにおけるリスク対策などです。

パブリックコメントにご意見をいただきありがとうございました
「地方税の賦課及び徴収に関する事務についての特定個人情報保護評
価書」の全文とパブリックコメントでお寄せいただいたご意見の概
要と区の考え方は、税務課（本庁舎4階）、区政資料コーナー（第三庁
舎3階）、区ホームページでご覧になれます。

「地方税の賦課及び徴収に関する事務についての
特定個人情報保護評価書」を公表します

問い合わせ／税務課税務係☎5742－6662

●パブリックコメントでいただいたご意見と区の考え方
　1人の方から2件のご意見をいただきました

寄せられたご意見 区の考え方

再委託が可となってい
るものについてはデー
タが膨大になるためと
思われるが、再委託不
可とすることはできな
いか。

番号法第10条により、個人番号利用事務
などについて再委託ができる旨規定されて
おり、品川区においては、区の安全対策基
準に基づき、再委託先に対しても、厳格な
安全管理義務と秘密保持義務を課していま
す。

許可制にするのであれ
ば、事実の把握と内容の
大事さの観点から、再委
託よりも直接契約した
ほうがよいと考える。

システムの著作権について開発事業者が保
有しており、システムの保守などについて
再委託先と直接契約することはできないた
め、区の安全管理基準に基づき適切な監督
を行い、再委託を許可しています。

Q

Q

Q

Q

Q

Q

医療（病歴・投薬など）情報まで筒抜けになってしまうのですか。

区に戻されてしまったら、通知カードを受け取れないのですか。

通知カードはどのように届きますか。

マイナンバーが始まると、預貯金や財産まで
把握されてしまうのですか。

アメリカや韓国のように成りすましが多発することはないですか。

マイナンバーはどんな時に使うのですか。

A

A

A

A

A

A

情報の管理は、今までどおり分散管理を行うため、個人情報がまとめて漏れる
ことはありません。現時点では病歴などの医療情報はマイナンバー制度の対象
ではありません。

区で3カ月間保管します。保管期間内に、本人確認ができるもの（運転免許証、
パスポートなど）を持って受け取りに来てください。

簡易書留郵便（転送不要）で10月5日㈪現在の住民
票の住所へ世帯ごとに届けます。
※不在などの場合は、「郵便物等ご不在連絡票」が郵
便受けに残され、郵便局で原則7日間保管されます。
再配達などで受け取ってください。保管期間を過ぎると区に戻ります。

現時点では、預貯金や財産の把握のための利用は、範囲外です。

日本のマイナンバー制度は、厳格な利用制限とともに、番号だけで本人確認を
することのない仕組みで作られています。制度面とシステム面で安全措置に万
全を期してまいります。

　利用開始は28年1月からです。
　国の行政機関や地方公共団体などで社会保障、税、災害対策の分野で利用さ
れます。 このため、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当・
その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書などにマイナン
バーの記載が必要になります。

マイナンバー制度を知ろうマイナンバー制度を知ろうマイナンバー制度を知ろう
マイナンバーは一生使う大切なものです

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

全国共通ナビダイヤル
0570－20－0178（日本語）

IP電話などは☎050－3816－9405

0570－20－0291（外国語）＊
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

「マイナンバー通知カード」は、10月下旬から12
月中旬にかけて配達される予定です。
個人番号カードコールセンター
0570－783－578（日本語）

IP電話などは☎050－3818－1250

0570－064－738（外国語）＊
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
※区内郵便局への納入状況は個人番号カード総合サ
イトhttps://www.kojinbango-card.go.jp/で確認で
きます。
＊英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

マイナンバー制度全般の問い合わせ

世帯ごとの配送状況の問い合わせ

問い合わせ／戸籍住民課個人番号カード担当☎5742－6658
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出品の仕方（両店共通）
電話予約1 出品できるのは18歳以上の方（区外も可）
で事前に電話予約が必要です。登録時には住所の確認
できるもの（保険証、免許証など）が必要です。

出　品2 1人1回20点まで。価格（1点につき3万円ま
で）は相談して決めます。出品時に1点につき預かり手
数料100円（家具は300～500円）をいただきます。家
具などは別に保証金を預かります。

展　示3 店内へ商品として4週間展示します。

精　算4 売れた品物の精算をします。販売実費とし
て売上商品価格の42％を手数料としていただきます。

※不用品交換情報ボードの利用は無料です。ご希望の方は来
店してください。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。
○リサイクルショップ「リボン」はNPO法人「エコタウンし
ながわ」が品川区の協力を受けて運営しています。

リサイクル
ショップ

取り扱い品 洋服ダンス・ダイニングテーブル・小型の衣装ケースなどの家具、
インテリア用品、食器類、タオルなどの贈答品
営業時間 午前10時～午後5時30分
定休日 水曜日
電　話 ☎5742－6933

※受託販売のほか、粗大ごみで出されて再利用できる家具などの販売も行っ
ています。　
※家具など、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）。
※購入後の返品はできません。サイズを確認してから、来店してください。

取り扱い品 洋服、バッグ、ガラス製品・陶漆器
営業時間 午前11時～午後7時　※祝日は午後5時まで。
定休日 水曜日
電　話 ☎5498－7803

※衣類はクリーニング済みか家庭で洗濯・アイロン掛け済みのもの。

「捨てるのはもったいない」そんな愛着のある品物を「リボン」でよみがえらせませんか。
生活用品を有効に活用する場としてご利用ください。

大井町店広町2－1－36（区役所第三庁舎）

旗の台店 旗の台5－13－9（旗の台駅南口下車）

10月
は

3Ｒ（
スリー
アール
）

推進月
間

ごみを減らすキーワード“3つのＲ”“3つのＲ”問い合わせ／品川区清掃事務所リサイクル推進係☎3490－7098

ごみが出るのが当たり前、使い捨てが当たり前の暮らしをしていませんか。「ごみも資源も元から減らすReduce（リデュー
ス）（発生抑制）。繰り返し使うReuse（リユース）（再使用）。資源として再び利用するRecycle（リサイクル）（再生利用）。」
という3Ｒ活動を広げ、「もったいない」の精神を大切にし、｢使い捨て型社会｣ から ｢循環型社会｣ に変えていきましょう。

修理・修繕を行う「リユース事業協力（賛同）
店舗」を紹介しています
家具、家電製品、自転車、洋服、靴、かばん、傘、寝具、
ミシン、眼鏡、畳、アクセサリーなど
※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。

●再生して使う

●繰り返し使う

●ごみを出さない

無駄になるものを買わない。もらわない。買いだめをしない。

交換・修理などをして使う。容器は繰り返し使う。
自分がいらなくなったものでも必要とする人に使ってもらう。

新しいものに生まれ変わらせて、再び資源として利用する。
※毎月本紙21日号でリサイクルや拠点回収などに
ついてお知らせしています。

3Ｒを実行すると
◎新しい天然資源の使用量が減ります。
◎CO2発生を減らすことができます。
◎ごみの分別を徹底すると、紙・缶・ビン・ペットボトルなどは 
　生まれ変わります。

循環型社会に変わります

プリマ・ヴィスタ弦楽四重奏団
ニューイヤーコンサート
ポーランドを代表する弦楽四重
奏団が来日。名曲と華やかな音
楽で新年の幕開けを彩ります。
日28年1月16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）
曲目／モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク、
シュトラウス：美しく青きドナウ　他
￥2,800円（全席指定）

――――――――――――――――――――――――　共　通　――――――――――――――――――――――――
発売開始／ニューイヤーコンサート：10月16日㈮、きゅりあん寄席：10月20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

新春きゅりあん寄席
春風亭小朝・三遊亭円楽　二人会
落語界では同期で
あり、つねにトッ
プを走る春風亭小
朝と三遊亭円楽。
新春には粋な江戸
落語をお楽しみく
ださい。
日28年1月8日㈮午後6時30分開演（午後6時開場）
場きゅりあん大ホール（大井町駅前）
￥3,700円（全席指定）

小学生向け　国際人育成ワークショップ
外国人講師から世界を学ぼう！
外国人講師が自国の文化や遊
びを楽しく教えてくれます。
異文化と出会い、国際的な視
野が広がるプログラムです。
日時（全3回） 講師・内容 会場
11月28日㈯
10:00～11:30

ホセ・コントレ
ラス（スペイン）荏原文化センター

（中延1－9－15）28年1月23日㈯
10:30～13:30

レヌ・アロラ
（インド）

2月13日㈯
13:30～16:00 まとめの会 講堂

（第三庁舎6階）

人区内在住の小学生30人（抽選）
※全回出席できる方優先。
申10月30日㈮までに、電話かFAXに「国際人育成」
とし、住所、氏名（ふりがな）、学校名、学年、性別、
電話番号、参加可能日を地域活動課国際担当（☎
5742－6691Fax5742－6878）へ
〇27年度協働提案事業として、放課後NPOアフ
タースクールと品川区で開催します。
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家族介護者応援講座「家族介護カ
フェ」を開催
日11月14日㈯
①午後1時～2時30分、②午後3時～4時30分
場蔵（西品川1－28－3中小企業センター）
内介護のプロによる個別相談、アドバイスなど
人区内在住で、家族介護をしている方や興
味のある方各13人程度（先着）
￥各250円（飲み物・お菓子付き）
申10月30日㈮までに、電話かFAXで高齢
者福祉課（本庁舎3階）か品川ケア協議会
（南品川4－11－1－1階）で配布する申込
書を同協議会（☎3471－4830Fax3472－
6152）へ
※申込書は区ホームページからダウンロー
ドもできます。
問高齢者福祉課支援調整係☎5742－6728

発達障害・思春期サポート事業
第5回啓発講演会
日11月28日㈯午後1時30分～3時30分
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内「不登校の理解と支援～進路選択から
自立まで」
人40人（先着）　￥500円（資料代）
申11月26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

犬のしつけ方教室とペット健康相談
日11月7日㈯午後1時30分～4時30分
場荏原保健センター（荏原2－9－6）
内訓練士による犬のしつけ方教室、獣医師
によるペット健康相談
人40人（先着）
主催／東京都獣医師会品川支部
申電話で、生活衛生課☎5742－9132へ
※犬は連れてこないでください。

知的障害者移動支援従事者（知的障
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・者の外出
サービスを行うことができます。
日10月31日㈯、11月1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。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内理念や心構え、障害に関する基本的知
識や技術
人30人（先着）
￥8,000円、区内在住の方・学生5,000円
（教材費・実習費込）
申10月26日㈪までに、電話かFAX、Ｅメー
ルでみらい（☎6429－8110Fax6429－
8111 kensyu2015@npo-mirai.org）へ
問障害者福祉課知的障害者福祉担当
☎5742－6711

実践―創業・新事業計画策定セミナー
実践的な事業計画やキャッシュフローを中
小企業診断士から学ぶセミナーです。
日10月24日～11月21日の土曜日
午前9時30分～午後0時30分（全5回）
場品川産業支援交流施設（北品川5－5－15）
人区内での創業者・創業予定者・第二創
業者、区内中小企業の新規事業開発予定
者25人程度（先着）
￥3,000円
申10月20日㈫までに、電話かFAX、Eメー
ルで住所、氏名、電話番号を品川区中小
企業診断士会事務局（☎・Fax3787－
9997 Teru3box@aol.com）へ
問商業・ものづくり課☎5498－6334

メイプルカルチャー講座
①やさしい上絵付け～色絵もみじ文長角皿
日10月30日㈮午後1時30分～4時
人10人（先着）　￥4,000円（教材費込）
②ベビーマッサージ
日10月31日㈯、11月14日㈯、12月12日㈯
午前10時30分～11時30分（全3回）
人10人（先着）　
￥5,650円（教材費込）

③楽らく整理収納術
日11月16日㈪・30日㈪
午後1時～3時（全2回）
人16人（先着）
￥3,200円（教材費込）
――――――――　共　通　――――――――
場申電話で、同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ

催　し

しながわくの魅力発見ツアー
旧東海道品川宿付近の海岸線や旧目黒川
の名残を、古い地図や街角の痕跡から探り、
なかなか気がつかない歴史の年輪を見つ
け出す探検型街歩きです。
日11月14日㈯午前9時30分～正午
※新馬場駅北口集合、約2.5km歩きます。
※小雨決行。
人40人（抽選）　
￥50円（保険料）
申10月20日㈫（消印有効）までに、往復
はがきに「魅力発見ツアー」とし、参加者
全員の住所・氏名・年齢・電話番号を庶
務課文化財係（〠140－8715品川区役所
☎5742－6839）へ

青空図書館「ほんのにわ」
特別企画“絵本のよみきかせ”を開催

日時 会場
①10月17日㈯
午前11時～11時30分

しながわ中央公園
（区役所前）

②10月25日㈰
午前11時～11時30分
午後1時30分～2時

東品川海上公園
屋上庭園
（東品川3－9）

※雨天中止。
問①しながわ中央公園☎5740－5037
②天王洲公園管理事務所☎3471－4573

秋季品川区吟剣詩舞道大会
日10月25日㈰午前10時30分開演
（午前10時開場）
内吟詠・剣詩舞の発表
場・観覧方法／当日、荏原文化センター（中
延1－9－15）へ
問文化観光課文化振興係

秋季品川区将棋大会　
初心者の方もご参加ください。
日11月8日㈰午前10時から
※受付は午前9時30分から。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
対戦方法／段・級別リーグ戦
人小学生以上の方
申10月23日㈮（必着）までに、往復はが
きに「将棋大会」とし、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電話番号、棋力（段・
級の自己申告）、在勤・在学の方は勤務先
の名称・所在地、学校名を文化観光課文
化振興係へ

第13回品川区長杯麻
マージャン

雀大会
日11月23日㈷午前11時～午後4時30分
※受付は午前10時～10時45分。
場きゅりあん（大井町駅前）
人20歳以上の方100人（抽選）
￥2,000円（軽食・お茶付き）
申10月30日㈮（必着）までに、往復はが
きで大会名、住所、氏名（ふりがな）、電
話番号、在勤・在学の方は勤務先の名称・
所在地、学校名を麻雀連絡協議会・安田
輝和（〠141－0032大崎4－1－14）へ
問文化観光課文化振興係

やしお演芸座　落語公演会
全国規模の社会人落語コンテストで、優勝・
準優勝経験のある実力者がそろう「たぬき
連」による高座をお楽しみください。
日11月7日㈯午後2時～4時
場八潮地域センター（八潮5－10－27）
人80人（先着）
申10月11日㈰午前10時から、電話か直接
八潮図書館（八潮5－10－27☎3799－
1414）へ

五反田文化センター「第5回ふれあい文
化祭」～楽しい出会い・みんなの広場～
日10月24日㈯午前10時～午後5時
25日㈰午前10時～午後4時
内舞台発表、作品展示、模擬店、リサイ
クル本の提供（24日）、バザー（25日）他
場問五反田文化センター（西五反田6－5
－1☎3492－2451）

　●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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人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん（抽選）
①2年保育＝平成23年4月2日～24年4月1日
②1年保育＊1＝平成22年4月2日～23年4月1日
＊1　1年保育は城南・伊藤・台場・八潮わかば幼稚園のみ募集、他の幼稚園は補欠登録の
み11月17日㈫から受け付けます。
申込書など配布場所／10月19日㈪から、各区立幼稚園、保育課（第二庁舎7階）
申11月4日㈬・5日㈭午後1時30分～3時に、申込書とお子さんの住民票の写しを持って入園
を希望する幼稚園へ
○入園説明会は10月22日㈭午前10時～11時30分に講堂（第三庁舎6階）で行います（申込不要）。
問保育課入園相談係☎5742－6725

幼稚園名 所在地 電話番号 ※募集人員など、詳しく
は募集案内をご覧くださ
い。
※2年保育については、
受付締切日に応募人数が
10人未満の場合は、学
級編制を行いません。そ
の場合は、「クラス編成
されない場合の希望幼稚
園」に編入することにな
り、電話で連絡します。

城南幼稚園 南品川2－8－21 ☎3471－7584
平塚幼稚園 荏原4－5－22 ☎3781－8913
浜川幼稚園 南大井4－3－14 ☎3761－6395
御殿山幼稚園 北品川5－3－1 ☎5795－1523
伊藤幼稚園 西大井5－22－8 ☎3775－8028
第一日野幼稚園 西五反田6－5－6 ☎3493－7264
台場幼稚園 東品川1－8－30 ☎3472－8378
二葉幼稚園 二葉1－3－40 ☎3785－9560

八潮わかば幼稚園 八潮5－6－32 ☎3799－1542

人区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん（抽選）
①2年保育＝平成23年4月2日～24年4月1日　②1年保育＊2＝平成22年4月2日～23年4月1日
＊2　1年保育は募集を行わず、補欠登録のみ11月25日㈬から受け付けます。
申込書など配布場所／10月19日㈪から、各区立認定こども園、保育課（第二庁舎7階）
申11月16日㈪・17日㈫午前9時30分～午後5時に、申込書とお子さんの住民票の写しを持って
入園を希望する認定こども園へ
認定こども園名 所在地 電話番号
一本橋保育園 大井2－25－1 ☎3775－4351

北品川第二保育園 北品川3－7－43 ☎5781－3881
五反田保育園 東五反田2－15－6 ☎3445－4534
旗の台保育園 旗の台5－19－5 ☎3784－1903

※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。
問保育課入園相談係☎5742－6725

　就学前のお子さんの保育と教育を行う公設民営の就学前乳幼児教育
施設です。
　保育園部門（0～2歳児）と幼児教育部門（3～5歳児）があります。
人保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん若干名（選考）
新3歳児＝平成24年4月2日～25年4月1日
新4歳児＝平成23年4月2日～24年4月1日
新5歳児＝平成22年4月2日～23年4月1日
※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。
願書・募集案内配布／10月15日㈭から
入園説明会／10月21日㈬午後5時～6時（要予約）
場申11月4日㈬～6日㈮に、願書を持ってぷりすくーる西五反田（西五
反田3－9－9☎5759－8081）へ
問保育課保育教育計画係☎5742－6597

区立認定こども園区立認定こども園

区立幼稚園区立幼稚園28年度園児募集

ぷりすくーる西五反田ぷりすくーる西五反田（幼児教育部門）



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10月11日号 7

10月20日㈫に行われる決算特別委員会での総括質疑の様子が、ケーブル
テレビ品川で放送されます。
問区議会事務局☎5742－6810

〇ケーブルテレビで放送された会議の様子は、会議終了後おおむね2週間で
録画配信しています。品川区議会ホームページの「インターネット中継」か
らご覧ください。 www.city.shinagawa.tokyo.jp/kugikai/

放送日時 会派名（放送順）

10月27日㈫
14:00～

22:00

品川区議会自民党・子ども未来
品川区議会公明党
日本共産党品川区議団
民主党・無所属クラブ
維新・無所属品川
品川・生活者ネットワーク

放送日時 会派名（放送順）

11月1日㈰
14:00～

22:00
〈再放送〉

民主党・無所属クラブ
維新・無所属品川
品川・生活者ネットワーク
品川区議会自民党・子ども未来
品川区議会公明党
日本共産党品川区議団

※質疑内容によっては放送の終了時間が早まる場合があります。

ケーブルテレビ放送区議会の

　第65回品川区民スポーツ大会（秋季）　ライフル射撃大会
日11月1日㈰午前9時　場伊勢原射撃場（神奈川県）
内立射の部、伏射の部（各60発）　※弾は各自持参、銃砲等所持許可証を携帯。
￥エアーライフル1,500円、スモールボアライフル2,500円
申当日、費用を持って会場へ　問スポーツ協会

　成人水泳教室
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2,000円（保険料込）   
主催／品川区水泳連盟   
申10月20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、電話番号、泳力をスポーツ協会へ　
※後日、健康診断などの結果票を確認させていただきます。
教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 費用 定員（抽選）
八潮健康 YＷ 50歳以上 金 11:30～13:00 16回 12,000円 各30人八潮夜間 YＱ 16～65歳 火 19:30～21:00 17回 12,750円

レッツ スポーツ

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3ss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30日現在）260,956,258円
9月30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

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

●将棋の対戦相手　ポ
高齢者施設で施設利用者と将棋を
します。
日月・木・金曜日11:00～15:00
場小山倶楽部（小山7）
●傾聴ボランティア　ポ
高齢者施設で一緒にお茶を飲みな
がら利用者の話を聞きます。
日日時は応相談（月1～2回）　
場晴楓ホーム（東品川3）
●話し相手他　ポ
高齢者の話し相手や散歩の介助を
します。
日月～金曜日10:00～16:00
場小山の家（小山7）

●リハビリの手伝い　ポ
高齢者施設で車いすの介助、お茶の提
供、レクリエーション補助をします。
日木曜日13:30～15:30
場戸越台在宅サービスセンター
（戸越1）
●演芸披露
高齢者施設で演芸の披露をします。
日月～土曜日14:00～15:00
場すずなり立会川（東大井2）
●書道の指導　ポ
高齢者施設で書道の指導をします。
日月曜日10:00～11:00
場かえで荘（八潮5）

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

品川ボランティアセンター☎5718－7172
高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

さわやかサービス☎5718－7173
 shinashakyo.jp/sawayaka/

品川ボランティアセンター☎5718－7172
 shinashakyo.jp/volunteer/

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区内在住
のおおむね60歳以上の方に、区の指定するボラン
ティア活動1回につき、1ポイント（年間50ポイン
ト上限）を付与します。ためたポイントは区内共

通商品券への交換か福祉施設などに寄付もできま
す。事前にボランティアセンターなどで申し込み
が必要です。
※詳しくはお問い合わせください。

さわやかサービスは高齢者や障害者を対象とし
て、家事援助を中心に、区民相互の助け合いを支
援する有償のボランティア活動です。地域の助け
合い活動に参加しませんか。
内掃除、食事作り、外出の付き添い、福祉車両（車
いすごと乗れる車両）の運転など

人18歳以上の方（福祉車両の運転は登録時69歳以下）
謝礼／1時間800円（交通費支給）
【協力会員募集説明会】
日10月22日㈭午後2時～3時
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ
※協力会員登録時に年会費1,000円が必要です。

ポ

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

暮らしの中でのちょっとした心づかいがボランティアの始まりです。
できることから始めてみませんか。

様々な観点からしながわの魅力を学ぶと
ともに、区内まちあるきや体験活動など
を通じ、しながわへの理解を深めます。

回 日程（全15回） テーマ
1 11月 4日㈬

し
な
が
わ
学

品川区長基調講演「しながわ、とは」
2 11月11日㈬ 水とみどりが感じられる公園
3 11月18日㈬ 東京都区部の浅層地下水の原状－特に水質について－
4 11月25日㈬ 水辺から見た品川の歴史－海に開かれたまち・品川－
5 12月 2日㈬ 水の品川－その魅力をさぐる－
6 12月 6日㈰ オリエンテーション－学びを地域で生かすために－
7 28年 1月10日㈰【区内まちあるき】品川地区を歩く

8 2月 7日㈰ 江戸時代の東海道と中原街道－絵図と古文書で楽しむ両街
道の歴史－

9 2月14日㈰【体験活動】品川区消費生活・社会貢献活動展
10 3月13日㈰ みんなで子育て・まちづくり
11 5月15日㈰ 地域でつくるしながわ観光
12 6月 5日㈰【区内まちあるき】荏原地区を歩く
13 7月 3日㈰

地元しながわを発信しよう14 8月 7日㈰
15 9月 4日㈰
場1～5回：立正大学（大崎4－2－16）
6～15回：中小企業センター（西品川1－28－3）他
時間／1～5回は午後6時30分～8時、6～15回は午後2時～4時
講師／安原正也（立正大学地球環境科学部教授）、元木靖（立正大学名誉教授）、大
島英樹（立正大学法学部教授）、大下茂（帝京大学経済学部教授）他　
人16歳以上の方50人（抽選）　￥3,000円（保険料別）
申10月26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
○しながわ塾の受講生は、立正大学図書館（品川キャンパス）の図書・ＡＶ資料の
閲覧や学生食堂を利用できます。

し が 塾な わ
第232回日曜コンサート
日10月18日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／ヴェルディ作曲：歌劇『椿姫』より
「ある日、幸せにも」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

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
森林作業に興味のある方、早川町へ行き作
業することに意欲のある方を募集します。
日11月28日㈯～29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18歳以上で、森林作
業、里山に興味のある、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10月30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「早川四季
めぐりプラン　すずりの里・雨畑」
日11月11日㈬～22日㈰のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の方各日9人（先着）
￥8,250円、小学生7,620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



● プレミアム付き区内共通商品券
● 品川区教育大綱素案（案）
● 区の有償頒布物

古紙配合率80％再生紙を使用しています
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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。

8月21日㈮、大井町駅西口前でライトアップ点灯式を開
催。ライトアップされたのは、平和の誓い像のある広場
と阪急大井町ガーデン前のスペース。使用している電球
はすべてLEDで、約1万6,000個を設置しました。

大井町駅前で
ライトアップ点灯式

8月22日㈯・23日㈰、大井町駅前中央通りで「大井どん
たく夏まつり」が開催され、約4万人が訪れました。23
日は国際交流のイベントを中心に、区内大使館・領事館
ブースでは各国料理の提供などの催しが行われました。

「大井どんたく夏まつり」
大盛況

9月6日㈰、誕生八幡神社（上大崎2）周辺で第20回「目
黒のさんま祭り」が開催。今年も、岩手県宮古市から
6,000尾の新鮮なさんまが届けられ、炭焼きさんまの振
る舞いに長蛇の列ができました。

20周年記念
「目黒のさんま祭り」

9月2日㈬、区役所で第1回区長とのタウンミーティング
を開催。「もっと魅力ある“品川区”に変えていくため
に必要なことは」というテーマで、区内在学の大学生13
人と意見交換を行いました。

区長との
タウンミーティング

8月21日㈮～28日㈮、区役所で区内の高齢者デイサービ
スセンター利用者による合同作品展を実施。絵画、書道、
俳句などの個人作品やセンターの仲間と一緒に制作した
共同作品など、多くの力作が展示されました。

デイサービスセンター
合同作品展

8月8日㈯～10日㈪、ブリティッシュ・ヒルズ（福島県岩
瀬郡天栄村）で区立中学校を対象にイングリッシュ・キャ
ンプを開催し、78人が短期留学を疑似体験。中世の英国
を再現した環境の中で語学研修や異文化体験をしました。

中学生が“パスポートの
いらない英国”へ短期留学

9月5日㈯、五反田文化センターで「一日限定！五反田
宇宙ミュージアム」を開催。山崎直子宇宙飛行士による
基調講演をはじめ、模型やパネル展示、工作、クイズラ
リーなどで、おおいににぎわいました。

一日限定！五反田宇宙
ミュージアム開催

8月26日㈬、青少年ボランティアグループ「しながわ役
立ち隊」と区職員ボランティア有志がフィリピン・ガーナ・
パキスタン・韓国・オーストラリア・カナダの6カ国の
外国人と区の新名所候補地を巡り、意見を交わしました。

役立ち隊と外国人が探
索「しながわの新名所」

5区合同「ものづくり商談会」

8月24日㈪、品川産業支援交流施設
（SHIP）で「ものづくり商談会」を実施。
品川・江東・目黒・板橋・江戸川区の
中小製造業事業者受注49社・発注52社
が参加しました。

山梨リニアフェス2015

8月21日㈮・22日㈯、山梨県立リニア見
学センター（山梨県都留市）でやまなし
リニアフェス2015が開催。区はしなが
わ観光協会と一緒に観光ブースを出展し
品川の魅力をアピールしました。

リメークＴシャツでファッションショー

8月26日㈬、八潮児童センターで「2015
夏フェス ファッションショー」を開催。
同児童センターを利用している子どもた
ちと、杉野服飾大学短期大学部との共同
作業企画で行われました。

児童引き取り訓練

9月1日㈫、大原小学校で児童の引き取
り訓練を実施。保護者が迎えにくる中、
東京品川ロータリークラブ寄贈のパト
ロールベストを着たPTAや町会長などが
校門前で防災啓発活動を行いました。

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。


