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●「通知カード」はマイナンバーを確認するためのもので、12桁の個人番号・
氏名・住所・生年月日・性別が記載されます。
●マイナンバーは28年1月以降、社会保障・税・災害対策などの行政手続き
で必要になります。
品川区マイナンバー・コールセンター　 0570－66－6825

品川区に住民票がある方に、マイナンバー「通知カード」
が住民票の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）
※地域によりお届けの時期は前後します。

品川区民の皆さんに  マイナンバー
「通知カード」の発送が始まります

日28年2月13日㈯午後1時30分開演（午後1時開場）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
出演／山井綱雄（能楽師）、木原健太郎（ピアノ）他
￥3,000円、小学生以下1,500円（全席指定）
発売開始／11月6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
　インターネット予約：午前9時から＝ www.shinagawa-culture.or.jp/

※電話予約では座席の選択はできません。
※3歳以下のお子さんの入場はご遠慮ください。
※託児はありません。
問チケットセンターCURIA（キュリア）☎5479－4140

縁 ～ENISHI～
能楽師による

“能楽公演・導入編”

問戸籍住民課個人番号カード担当☎5742－6658

世帯ごとの配送状況は、個人番号カードコールセンター 0570－
783－578（日本語）、 0570－064－738（英語・中国語・韓国語・
スペイン語・ポルトガル語）で確認できます

10％お得
なプレミア

ム付き10％お得
なプレミア

ム付き 発売発売

販売額 3億円（6万冊）
 ※額面総額3億3,000万円。
販売単価 1冊5,000円

 ※500円券11枚つづり、5,500円分。
  ※1人8冊（4万円）まで。
 ※1人で3人分まで購入可能。
購入できる方 どなたでも購入できます。
  ※商店街や商品券取り扱い商店主が
 購入することはできません。

使用期限 28年2月29日㈪

・品川区商店街連合会☎5498－5931
　 shoren.shinagawa.or.jp/
・商業・ものづくり課☎5498－6332

区内42郵便局

品川区商店街連合会事務局
（西品川1－28－3中小企業センター4階）

販売時間／月～金曜日午前9時～午後5時
※品川・大崎・荏原郵便局は午後7時まで。
※品川郵便局は土曜日も午後3時まで販売。

平日に購入することが難しい方のため、販売開始初日に他の
販売所で完売した場合でも、7日㈯については、一定数確保
して販売します（残数がある場合は翌日以降も販売）。詳し
くは、品川区商店街連合会のホームページをご覧ください。

販売時間／午前10時～午後6時
※11月16日㈪からは土・日曜日、祝日を除く。

●区内の約2,000（大型店は除く）店舗
●しながわ水族館
●大和・国際・帝都・日本・荏原・チェッカーグループ
の各タクシー会社
●区内42郵便局（カタログ購売商品のみ取り扱い）
※詳しくは、販売場所にある取扱店一覧か品川区商店街
連合会のホームページをご覧ください。
※商品券は、釣り銭のないようご利用ください。

青果青果 MeatMeat

※売り切れ次第終了します。

商品券を利用できるお店など販売場所

品川区内共通商品券
問い合わせ

販売開始日

11月6日
㈮

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity
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◆北品川商店街事務所
（北品川2－4－17☎3471－3568）
◆荏原町商店街事務所
※土曜日も販売。
（中延5－6－16☎3783－8221）

◆武蔵小山商店街事務所
※土・日曜日、祝日も販売。
（小山3－23－5☎3786－1001）
◆中延商店街事務所
（東中延2－7－19☎3786－0201）

◆戸越銀座商店街事務所
（戸越1－15－16☎3788－1474）
◆青物横丁商店街　スーパー平野屋
※土・日曜日、祝日も販売。
（南品川2－7－12☎3471－7495）

区内商店街　　　販売時間／月～金曜日午前10時～午後5時

能×JAZZ PIANO

能とピアノを融合させた幻想的な創作舞曲をメインに、
解説付き仕舞「舟弁慶キリ」「羽衣キリ」、平塚すこやか園園児たち
による謡披露など、初めての方にも楽しめる能楽公演です。

エ ニ シ

ジ ャ ズ ピ ア ノ

◎マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意
ください。通知前にマイナンバー制度関係で行政機関などから手続き
を求めることはありません。



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21日号2

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   6日㈮ 11日㈬ 20日㈮
うつ病あんしん相談 27日㈮ 11日㈬   4日㈬
高齢期のこころの相談 19日㈭ 17日㈫ 25日㈬
児童思春期のこころの相談   4日㈬ 12日㈭ 26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 11月

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＝ 二葉保（午前9時～正午）、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、伊藤幼

水・金＝荏原保
水＝第一日野すこやか園（午後0時30分～2時）、台場保
4日㈬＝浜川幼（正午～午後1時）
5日㈭・11日㈬・25日㈬＝南ゆたか保
6日㈮・20日㈮＝平塚すこやか園（午前10時30分～11時30分）
9日㈪・30日㈪＝八潮わかば幼（午前10時30分～11時45分）
11日㈬・24日㈫＝二葉つぼみ保（午前9時30分～11時）
17日㈫・24日㈫＝西中延保、伊藤幼
18日㈬＝城南幼（正午～午後1時30分）
26日㈭＝一本橋保

●身体測定
2日㈪＝東品川保
5日㈭＝東大井保
9日㈪＝西五反田保
10日㈫＝荏原西保（0～2歳児）
11日㈬＝西五反田第二保（0～2歳児）
12日㈭＝西五反田第二保（3～5歳児）
19日㈭＝西中延保
●やきいも会
4日㈬＝西五反田保
5日㈭＝東中延保、水神保、八潮北保、八潮西保
6日㈮＝滝王子保、東品川保、小山台保
10日㈫＝ゆたか保
18日㈬＝西品川保

●リズム遊び
木＝南大井保
18日㈬＝ゆたか保
●施設見学
18日㈬・19日㈭＝一本橋保
●わくわくクラブ（未就園児の会）
11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）
●おはなし会
25日㈬＝大井倉田保
●給食を知ろう会
5日㈭＝大井倉田保（午後3時45分～4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

親子ネイチャープロジェクト　第3弾
親子で昔あそびと秋の食材でバーベキューを楽しみませんか。
日11月23日㈷午前10時～午後2時　※現地集合・解散。
場みなとが丘ふ頭公園品川区キャンプ場（八潮3－1）
人区内在住の小学生と保護者30組（抽選）
￥1人1,000円（保険料・昼食代・材料費込）
申11月4日㈬（必着）までに、往復はがきに「ネイチャー」とし、住所、氏名、お子
さんの氏名・学年、電話番号を子ども育成課庶務係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6720）へ

産業技術高専オープンカレッジ　エッキーを作って液状化について学ぼう
液状化実験ボトル“エッキー”で、液状化とそれによる被害の仕組みを学びます。
日12月12日㈯午後1時～3時
人小学生12人（抽選）
￥2,900円
場 申11月26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

　11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
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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

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
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

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25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25日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
 平松クリニック 南大井 6 －17－ 7 ☎3298－6107
 大嶋歯科医院 二　葉 3 － 9 －10 ☎3781－8053
 みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450
 小山接骨院 戸　越 5 －10－ 7 ☎3782－7568 

  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24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

10月31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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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

難病患者と家族の集い
日11月16日㈪午後1時30分～3時30分　内情報交換、体操、レクリエーション
人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

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。

むし歯撃退教室
日11月4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
な歯みがき・フッ化物歯磨剤使用法（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25組（先着）
場 申10月22日㈭から、電話で品川保健
センター☎3474－2902へ

難病の方のための音楽療法
声を出して心身のリフレッシュをします。
日11月12日㈭午後1時30分～3時30分
講師／藤井洋平（音楽療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
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
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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

〈
広
告
〉

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

場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内在住か在勤で、ワード・エクセル
の経験があり全回出席できるひとり親家
庭の親20人（抽選）
申11月13日㈮までに、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・性別を電話かFAX、Eメール
で品川区母子寡婦福祉連合会（☎6417－
1295Fax6417－1296 shinagawaku.
with@krf.biglobe.ne.jp）へ
問子ども家庭支援課家庭支援係
☎5742－6589

区民プロデュース型講演会
｢聴覚障害について考えるつどい｣

日程
（全2回） 会場 内容

11月
29日
㈰

中小企業センター
（西品川1－28－3）

私とフルマラソン
～40年走り続け
て～

28年
2月6日
㈯

荏原第五区民集会所
（二葉1－1－2）

ろう者と
聴者のズレ

※時間は午後2時～4時。　※手話通訳あり。
人80人（抽選）
講師／永井恒（聴覚障害ランナー）他
運営／品川区聴覚障害者協会
申11月13日㈮（必着）までに、往復はが
きに「聴覚障害者協会」とし、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を
文化観光課文化振興係へ

身近な法律講座
日11月27日㈮午後1時30分～3時30分
内「相続と遺言の基礎知識～いざという
時に家族がもめないために」
講師／亀井時子（弁護士）
人25人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
場申電話かFAXで、講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号、託児希望の方はお子さ
んの氏名・年齢を男女共同参画センター
（東大井5－18－1きゅりあん3階☎5479－
4104Fax5479－4111）へ

「はじめての簿記」受講者募集
日28年1月12日㈫・13日㈬・15日～29
日の月・火・金曜日、2月8日㈪・9日～3
月11日の火・金曜日
午後6時15分～8時15分（全20回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内簿記の基礎（簿記3～4級程度）
人区内中小企業事業主・従業員50人（先着）
￥2,000円（テキスト代）
申11月6日㈮までに、電話でシルバー人
材センター☎3450－0711へ
問商業・ものづくり課☎5498－6334

健康大学しながわ2015第5回公開講座
日11月20日㈮午後7時～8時30分
場講堂（第三庁舎6階）

内「乳がん・子宮がん　もっとよく知ろ
う！予防しよう！」
講師／西野るり子（全日本労働福祉協会
旗の台健診センター医師）
人150人（先着）
申11月10日㈫までに、電話かFAXで講座
名、氏名、電話・FAX番号を健康課保健
衛生係（☎5742－6743Fax5742－6883）
へ

手づくり講習会と折り紙会
布でミニクリスマスツリーを作ります。
日11月6日㈮
①午前10時～正午②午後1時～3時
人各20人（先着）
￥各400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

子育て中の就職活動応援セミナー
日11月11日㈬午前10時～午後0時15分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内保育園の種類と選び方、自分に合った
働き方、就職準備の進め方など
講師／岡本敦子（マザーズハローワーク
東京就職支援ナビゲーター）
人20歳未満のお子さんがいる女性の方
20人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん8人程度
（先着）
申電話で、ハローワーク品川職業相談第1
部門☎6402－5198へ
問商業・ものづくり課☎5498－6352

武蔵小山創業支援センターの講座
①起業の星・お茶の間サロン
定年退職前後に起業するシニア起業への
疑問や悩みを聞きアドバイスします。
日11月5日㈭午前10時30分～正午
場同センター（小山3－27－5）
人起業に興味がある60歳以上の方か50歳
以上で退職した（予定含む）方10人（先着）
￥1,000円（テキスト・茶菓子代）
②起業スペシャルセミナー
日11月22日㈰午後3時～4時30分
場品川産業支援交流施設（北品川5－5－15）
内「50代から始める！起業家へのシフト
チェンジ～ビジネスを興して充実した人
生を送るには～」
人定年退職前後に起業を考えている方、
生き方を模索している方など35人（先着）
￥2,000円（テキスト代）
※セミナー終了後に交流会もあります。
───────共　　通───────
※申し込み方法など、詳しくは www.
musashikoyama-sc.jp/をご覧いただく
か同センター☎5749－4540へお問い合
わせください。
問商業・ものづくり課☎5498－6352

11月2日㈪は特別区民税・都民税
（普通徴収）第3期の納期限です
口座振替・自動払い込みやコンビニエン
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可能
です。納期限を過ぎてから納付した場合、
督促状が発行されることもあります。
問税務課収納管理係☎5742－6669

地震に備えて～高齢者などの家具転
倒防止対策助成
シルバー人材センターが転倒防止器具（家
具のガラス部分の飛散防止フィルム含む）
の選定から取り付けまでを行います。
人次のいずれかにあてはまる世帯
①65歳以上のみか障害者のみ
②65歳以上と障害者のみ
③要介護3以上の65歳以上の高齢者か、
2級（度）以上の障害者がいる
￥費用が20,000円以下＝費用の1割
費用が20,000円超＝費用から18,000円
を引いた額
※住民税非課税世帯は費用が20,000円以
下の場合無料。20,000円を超えた場合は
超えた額を自己負担。
申請書などの配布場所／高齢者地域支援
課（本庁舎3階）、地域センター、文化セ
ンター、シルバーセンター
問高齢者地域支援課高齢者住宅担当
☎5742－6735

家具転倒防止器具取り付け助成
家具転倒防止器具を取り付けた世帯を対
象に、取り付け費用の助成を行っています。
人次の全てにあてはまる世帯
①27年4月1日以降に区内施工業者を利用
して器具の取り付け工事を行った
②品川区に住民登録があり、器具を取り
付けた住宅に居住している
③世帯員全員が住民税を滞納していない
助成金額／課税世帯＝取り付け費用の2
分の1（上限4,000円）、非課税世帯＝取り
付け費用の全額（上限8,000円）
※詳しくは都市計画課（本庁舎6階）で配
布する案内をご覧ください。
※案内や助成申請書などは区ホームペー
ジからダウンロードもできます。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6776

介護者教室
日10月25日㈰午後1時30分～3時30分
内「自分でできる、ハンド＆フットマッ
サージ～自分も家族もリフレッシュ」
講師／松本絹恵（お茶の水はりきゅう専
門学校講師）
人20人程度（先着）

場 申10月24日㈯までに、電話かFAXで
月見橋在宅サービスセンター（南大井3－
7－10☎5767－0626Fax5767－0628）
へ

住まいの施工業者を紹介します
住宅の修繕や増改築などの工事をする方
に、区内建設組合4団体で構成される品
川区住宅センター協議会を通じて、地元
の施工業者を紹介します。相談受け付け
から3・4日で工事を担当する業者から直
接連絡をしますので、工事内容や金額な
どについて相談してください。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

品川介護福祉専門学校11月の入学選考
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
選考日程／11月8日㈰・21日㈯＝学校推
薦入試・一般入試
選考内容／書類選考・面接
※一般入試は作文あり。
応募資格／学校推薦＝28年3月卒業見込
みの高校生で、学校長から推薦された調
査書評定平均3.0以上の方
一般入試＝28年3月に高校を卒業見込み
の方か、高校卒業か高校卒業と同等の学
力があると認められる方
※短大生・大学生・社会人の方も出願可。
検定料／13,000円　※学校推薦は免除。
出願期限／選択した選考日の3日前
募集要項配布場所／同校（西品川1－28－
3）、図書館、地域センター他
※電話や www.shinasha-kyoiku.or.
jp/kaigo/からも請求できます。
問同校☎5498－6364
※学校見学も随時受付中（要予約）です。

消費生活教室「工場見学会」
日11月18日㈬午前8時30分～午後5時30
分（区役所集合・解散、往復バス）
場キッコーマンもの知りしょうゆ館（千
葉県野田市）、アサヒビール茨城工場（茨
城県守谷市）
人40人（抽選）
￥30円（保険料）　※昼食は各自。
申11月4日㈬（必着）までに、往復はが
きで住所、氏名、年齢、電話番号を消費
者センター（〠140－0014大井1－14－1
☎5718－7181）へ

ひとり親家庭のためのパソコン教室（第5期）
オフィスソフトの応用スキルを習得し､
実務能力を向上させます。
日11月28日㈯、12月6日㈰・12日㈯
午前9時30分～午後4時30分（全3回）

講座・講演

お知らせ！

●お気軽にお問い合わせください

五反田法律事務所五反田法律事務所
品川区東五反田1－13－12 いちご五反田ビル5階

☎3447－1361 ★五反田駅東口　徒歩１分

相続・
遺言  

交通
事故

債務
整理 不動産離婚

広報紙に広告を
掲載しませんか
「広報しながわ」の21
日号では、店舗・会社
などの広告を掲載して
います。

広報広聴課☎5742－6644
問い合わせ
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　★11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 ｢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「金
星探査機あかつき」④13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の解説。投影時間は約50分。
※11月21日㈯の③は休止。11月14日㈯の③は星空ゼミ
「日本の宇宙探査機（仮）」。
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 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣
日11月21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 11月の天体観望会「カシオペヤ座と秋の四辺形」
日11月27日㈮午後6時30分～8時
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。

申1は11月10日㈫、2は11月17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11月12日㈭、2は11月19
日㈭午前10時から電話受付（先着）。

共通

親子シート
もあるよ

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

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）

防水板設置等工事助成
大雨による浸水被害を防ぐため、住宅・店
舗・事務所などの出入り口に防水板を設置
しておくと安心です。
＜助成対象＞
区内の建物に防水板を設置する方
＜助成内容＞
個人＝設置費用の4分の3を助成
法人＝設置費用の2分の1を助成
（区内に住民登録している方か登記後1年以上
の法人は上限100万円、その他は上限50万円）

宅地内の雨水排水施設（管や雨水ます）を浸透式にすることにより、
雨水を地中に浸透させ、浸水被害を軽減します。
＜助成対象＞区内に浸透施設を設置する方
＜助成内容＞設置工事費を助成（上限40万円）

雨水利用タンク設置助成
屋根に降った雨水をタンクにためて、「庭木の水やり
（水道代節約）」「いざというときの水の確保」「浸水被
害の軽減」などに役立てます。
＜助成対象＞
区内に雨水利用タンクを設置する方
＜助成内容＞
タンク本体購入費とタンク設置工
事費を合わせた額の2分の1を助成
（上限5万円。そのうちタンク設置
工事費の上限は1万5千円）

助成制度を利用してみませんか

宅地内雨水浸透施設設置助成

浸透ます

雨水浸透管
雨水
浸透
ます

浸透管

雨水を利用した家づくり＆浸水被害を軽減するまちづくり

●事前申請となります。利用要件や申込方法など、詳しくはお問い
合わせください。
問河川下水道課水辺の係☎5742－6794

　教育制度改革の一環として、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部
を改正する法律」が27年4月より施行されました。これにより、地方公共団体の
長は、その地域の実情に応じ、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策
の大綱を定めることとなりました。
　現在、総合教育会議において、区長と教育委員会による素案（案）の協議が行
われていますので、計画内容について皆さんのご意見をお寄せください。

「品川区教育大綱素案（案）」に対する
ご意見をお寄せください

　大綱策定の主旨を踏まえ、区では以下の5つの方針を
掲げ、区長部局と教育委員会が相互に連携・協力を図り、
より効果的に教育施策を推進します。

　区では、長期基本計画において「未来を創る子育て・教育都市」を都市像の
ひとつに掲げ、品川区の子どもたちが未来を担う人材として健やかに成長でき
るよう、親と子の成長を地域社会、行政が見守り、支える連携・協力の仕組み
や体制整備を行っています。
　今後想定される人口構造の変化や、平成32年（2020年）東京オリンピック・
パラリンピックの開催に向けた国際相互理解と尊重の精神の普及・啓発、地域と
のつながりの希薄化や子どもの体力の減退など、様々な課題が山積しています。
　これらの変化を捉え、教育を取り巻く状況に的確に対応していくことが求め
られています。

　区がめざす教育のあるべき姿を示す「基本理念」につ
いては、皆さんの意見を踏まえ、今後の総合教育会議に
て協議・調整していきます。

1　就学前教育の充実 2　学校教育の充実
3　青少年教育の充実 4　生涯学習の充実
5　文化芸術の振興

11月4日㈬（消印有効）までに、意見、住所、氏名、電話番号を企画調整課へ郵送かFAX、
持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。

●「品川区教育大綱素案（案）」の全文は、区ホームページ、企画調整課（本庁舎5階）、区政資料コーナー（第
三庁舎3階）、教育総合支援センター（西五反田6－5－1）、地域センターでご覧になれます。

皆さんのご意見を
お寄せください

応募方法

企画調整課企画担当
（〠140－8715品川区役所本庁舎5階
☎5742－6607Fax5742－6870）

問い合わせ

計画期間

計画の基本的な考え方

28～30年度（3カ年）

方針 現状
課題

　調査票は、「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。
　国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づき実施する国の最も重要な統
計調査です。調査結果は、少子高齢化対策、防災対策、地域創生などの重要課題に対する施策に活用さ
れるとともに、国民全員の共有財産として、広く一般の方にもご利用いただけます。
　調査の結果は「人口速報集計」が28年2月に、年齢別人口や世帯の状況などの詳しい調
査結果が28年10月末までに、総務省統計局より公表される予定です。
　国勢調査は、日本の今を知り、未来をつくるための調査です。皆さんのご理解とご協力
をよろしくお願いします。

国勢調査の調査票の提出はお済みですか？
皆さんからの回答を引き続き受け付けています

問地域活動課統計係☎5742－6869
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　道路はみんなが通行するためのものです。駅周辺などの道路上に自転車・バ
イクを放置すると、通行の妨げになり危険です。
　区では、有料駐輪場の整備や放置自転車・バイクの警告・撤去などを行って
います。放置自転車をなくすためには、皆さんのご理解とご協力が必要です。
自転車・バイクは道路などに放置せず、駐輪場を利用しましょう。

土木管理課自転車対策係☎5742－6786

（26年10月調査）
品川区内の駅周辺における1日の放置台数

自転車 1,138台
バイク 134台 計　1,272台

困ります！自転車置きざり  知らんぷり

問い合わせ

自転車やバイクを道路などに放置すると、歩行者や車
いすなどの通行や救急車・消防車などの緊急活動の妨
げになります。

道路のほか、公園・駅前広場などでも、駐
輪し、その場を離れたら放置となり、撤去
の対象になります。

区内23駅周辺の放置禁止区域内に自転車・バイク
を置くと「即時撤去」の対象になります。
※区ホームページに区内全ての放置禁止区域を掲
載しています。

●道路は駐輪場ではありません
●駅周辺では自転車や
　バイクの放置を禁止しています●たとえ短時間でも放置です

区では10月より、国民健康保険料の支払い方法を原則「口座振替」とさせてい
ただきました。預貯金口座から自動的に引き落とされる口座振替なら、支払い
忘れの心配がなく、お支払いいただく手間もかかりません。安心・便利な口座
振替でのお支払いをお願いします（年金天引きでお支払いの方は除きます）。
●郵送様式での申し込み
納付書に同封の口座振替依頼書に記入・通帳届け出印を押印のうえ、返信用
封筒で国保医療年金課へ郵送か、ご利用の金融機関・ゆうちょ銀行、地域セ
ンター、国保医療年金課の窓口へ提出してください。
※窓口で手続きの際は通帳と通帳届け出の印鑑、国民健康保険料納入通知書
か納付書、保険証などをお持ちください。
※口座振替依頼書は区ホームページからダウンロードもできます（区内の金
融機関・ゆうちょ銀行の窓口にもあり）。
口座振替開始日／毎月15日まで（消印有効）の提出で翌月末から

●ペイジー口座振替受付サービスでの申し込み
国保医療年金課収納係窓口に設置してある専用端末にキャッシュカードを読
み込ませ、暗証番号を入力するだけで口座振替の登録ができ、届け出印の押
印も不要です。申し込みから口座振替開始までの期間が大幅に短縮されます。
利用可能な金融機関／
みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・ゆうちょ銀行
持ち物／
・対象金融機関のキャッシュカード
・本人確認できるもの（保険証や運転免許証など）
※登録は個人の普通預金・当座預金・通常貯金口座に限られ、口座名義人本
人が直接、収納係窓口で手続きする必要があります。
※カードの種類によっては取り扱いできないものがあります。
口座振替開始日／毎月10日までの申し込みで当月末から

納付が困難な方の事情や理由を考慮して、保険料の分割納付などの相談を行っています。滞納のままにせず、国保医療年金課の窓口にご相談ください。

11月は国民健康保険料の納付推進月間です

国民健康保険料の支払いは口座振替が原則になりました

①督促

②短期被保険者証の交付 通常の保険証よりも、有効期間が短い保険証です。保険給付を受けることはできますが、更新の手続きを
頻繁にする必要があります。

③資格証明書の交付 国保被保険者であることを証明するだけのもので、医療費はいったん全額自己負担となります。申請を受
けてから保険給付分を支給します。

④保険給付の差し止め
《滞納処分》特別な理由がなく、保険料を滞納している場合には財産（給料、預貯金、不動産など）の「差押え」などの処分を行う
　　　　　 場合があります。

国民健康保険は皆さんの保険料で成り立っています

国保の保険料を
滞納し続けると
どうなってしまうか
ご存じですか？

問国保医療年金課整理係☎5742－6679

問国保医療年金課収納係☎5742－6678

撤去した自転車・バイクは保管所に保管し、返還の際には保管料をいただきます
開設時間／午前10時～午後7時
※12月29日～1月3日は休み。
持参する物／
（1）引き取りにくる方の氏名・住所が確認で
　　きるもの（保険証・運転免許証など）
（2）自転車・バイクのかぎ
（3）保管料（自転車3,000円、バイク5,000円）

！ ！ ！

放置自転車
クリーンキャンペーン
大井町駅・武蔵小山駅・五反田駅・青物
横丁駅の4駅で、警察署や関係機関、区民
の方と協働し、区内での自転車・バイク
の利用の自粛や駅前・商店街での自転車
などの放置禁止を訴えていきます。

10月22日㈭
～31日㈯

●八潮北保管所
　（自転車・バイク）
　八潮1－3－1
　品川シーサイド駅徒歩8分
　☎3790－8820

●不動前保管所
　（自転車のみ）
　西五反田3－11－14
　不動前駅徒歩5分
　☎5436－8885

？
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環境学習講座
①どんぐりカレンダーを作ろう
日11月15日㈰午後2時～4時
人小学生と保護者16組（抽選）
持ち物／制作物を持ち帰る袋、左利きの
方は左利き用のハサミ
②異常気象と人類の選択
温暖化問題の本質について語ります。
日11月24日㈫午前10時30分～正午
人50人（先着）
───────共　　通───────
場 申①は11月4日㈬（必着）、②は11月
17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。

健康料理教室「糖尿病予防の食事」
日11月8日㈰午前11時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内豚肉のマスタード焼き、青菜のいそあ
え、変わり根菜汁、雑穀ごはん
人69歳以下の方30人（先着）
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台
ふきん各1枚
￥800円　運営／品川栄養士会
申11月6日㈮までに、電話で健康課健康
づくり係☎5742－6746へ

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ペーパーアートのお正月飾り
日12月2日㈬午前10時～正午
人8人（先着）
￥3,500円（教材費込）
②小中学生将棋教室
日11月14日㈯・28日㈯、12月12日㈯
午前10時～正午（全3回）
※全5回のうち3回目からの途中入会。
人小・中学生16人（先着）
￥3,900円
③エリック・サティとその時代
日11月21日㈯午後5時～7時

人12人（先着）
￥2,000円
④キッズダンスさいしょの一歩
日10月28日～12月9日の水曜日
午後4時～5時15分（全7回）
※全10回のうち4回目からの途中入会。
人3～6歳のお子さん10人（先着）
￥11,200円
⑤やさしいヨガストレッチ＆ピラティス
日10月31日～12月12日の土曜日
午後6時30分～7時45分（全4回）
※全6回のうち3回目からの途中入会。
人12人（先着）　￥6,000円
───────共　　通───────
場 申電話で、メイプルセンター（西大井
駅前☎3774－5050）へ

第23回ふれあい祭
あたらしい出会い　あたらしい笑顔
日11月1日㈰午前11時～午後3時
※雨天決行。
内ふれあいみこし、クラブ・ステージ発表、
模擬店、自主製品・リサイクル自転車販売、
スタンプラリー
場参当日、ふれあい作業所西大井（西大
井4－9－9☎3775－4585）へ
※車での来場はご遠慮ください。

品川＆早川ふるさと交流
天の川輝く12月の星空観察プラン
日12月1日㈫～11日㈮のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の方
￥7,250円、小学生6,620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

第14回さくら会まつり
日11月1日㈰午前10時～午後2時
内作品展示・販売、ステージ、抹茶席、
スタンプラリー、模擬店、バザー、ゲーム、
手芸・園芸寄せ植え体験など
場参当日、さくら会（南大井5－19－1☎
5753－3900）へ

ウェルカムセンター原・交流施設
第7回原まつり
日11月8日㈰午前10時～午後2時30分
内利用団体発表会、フリーマーケット、
模擬店、産直野菜販売など
場 参当日、ウェルカムセンター原（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

品川＆早川ふるさと交流
美里市民農園体験セミナー
体験プログラムやセミナーを通じ、遊休
農地の未来を考えます。
日①親子主体＝11月21日㈯～23日㈷
②セミナー本体＝11月22日㈰～23日㈷
※都内より往復バス送迎あり。
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
か町営南アルプス邑

むら

野鳥公園（山梨県）
内自然観察、畑作業、セミナー、地産バー
ベキュー大会など
※①は手づくり地域食体験、町内探検も
行います。
人区内在住の方各50人
￥①4,000円②2,500円（食事代実費）
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

旧東海道から品川歴史館特別展へ
幕末に注目して立会川から散策し、歴史
館で品川宿を紹介した展示を観覧します。
日11月23日㈷午前10時～正午
コース／立会川駅→新浜川砲台→なみだ
橋→しながわ区民公園→鈴ヶ森刑場跡→
大井水神公園→大井の水神→来迎院→鹿
島神社→品川歴史館（約2.5㎞）
人高校生以上の方40人（抽選）
申11月6日㈮（必着）までに往復はがき（1
枚4人まで）に「旧東海道」とし、人数、
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）へ
問同協会☎5743－7642
文化観光課観光担当☎5742－6913

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
皆さんが出したアルミ缶は、資源として
どのようにリサイクルされているのか。
親子で、その過程を追いかけ取材します。

日11月28日㈯午前7時40分～午後6時30
分（区役所集合・解散、往復バス）
場品川区資源化センター（八潮1－4－1）、
ユニバーサル製缶結城工場（茨城県結城
市）など
人区内在住で、リサイクルに関心のある
小学生以上の親子35人（抽選）
※食事は各自。
申11月2日㈪（必着）までに、電話かはが
き、FAXに「追っかけ隊」とし、参加者全
員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号を品川区清掃事務所（〠141－0032
大崎1－14－1☎3490－7098Fax3490－
7041）へ

TOKYOシーカヤック・ツーリング
＠京浜運河コース
日11月14日㈯午前10時～午後4時
※予備日11月15日㈰。
コース／大森ふるさとの浜辺公園（大田
区ふるさとの浜辺公園1－1）～勝島運河
※往復10㎞。
人中学生以上のシーカヤック経験者20人
（抽選）
￥5,000円
申11月5日㈭（必着）までに、往復はが
きかFAX、Eメールに「京浜運河ツーリン
グ」とし、参加者全員の住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・身長・体重・カヌー経
験の内容をしながわ観光協会（〠140－
0014大 井1－14－1Fax5743－7643
info@shinakan.skr.jp）へ
問同協会☎5743ー7642
文化観光課観光担当☎5742－6913

第3回ふれあい広場
オータムフェスティバル
かがやき園、西大井福祉園、かもめ第二
工房が秋祭りを開催します。
日10月31日㈯午前10時～午後3時
内作品販売、模擬店、演奏会など
場参当日、西大井六丁目ふれあい広場（西
大井6－3）へ
問かがやき園☎3772－8171

品川区民芸術祭2015
「心あったかコンサート」
日11月1日㈰午後1時30分開演
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内クラシック・声楽・ピアノなどの演奏
問文化観光課文化振興係

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

催　し

   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＞）
11月14日㈯・28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
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
●11月7日㈯午前9時30分～午後2時　※雨天時は8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

●11月23日㈷午前10時～午後3時
※雨天中止。親と子のふれあい動物園同時開催。
場戸越公園（豊町2－1）
募集数／8店
申Eメールで品川区父母の連絡会・浅沼 furima@
fuboren.comへ
■お越しください
●11月12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・年齢の確認が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
※11月7日㈯は臨時休業します。

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）。
●大井町店「インテリア用品フェア」
募集期間／10月24日㈯～11月8日㈰
販売期間／10月31日㈯～11月28日㈯
※出品は1人1回限り5点まで、予約してお持ちください。
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「婦人コート・毛皮」の出品募集
日10月22日㈭～26日㈪午後1時～4時
※出品は1人1回限り10点まで（傷・汚れの目立つもの
は除外）、予約なしで身分証明書を持ってお越しくださ
い（上限3万円）。

   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。12月号の掲載は11月20日㈮までに電話かFAX
でお申し込みください。

問
品
川
区
清
掃
事
務
所

（
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。

　●講演・講座

■家庭用電気式生ごみ処理機購入費一部助成
※助成額・対象など詳しくはお問い合わせください。

電子
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ふだんは公開されていないものも含め、区内の指定文化財を公開します。
観覧方法／当日、直接会場へ
問庶務課文化財係☎5742－6839

●期間限定公開

●通年公開　午前6時～午後5時

公開文化財 公開場所 最寄り駅

神
み こ し

輿・板垣退助の墓 品川神社
北品川3－7－15 新馬場駅北口4分

銅造阿
あ み だ

弥陀如来立像
木造不動三尊像

養願寺
北品川2－3－12 新馬場駅北口6分

千
せんたい

躰荒神堂奉納扁額 海雲寺
南品川3－5－21 青物横丁駅4分

居木神社末社厳島神社
（旧松原家屋敷神）

居木神社
大崎3－8ー20 大崎駅西口5分

戸越八幡神社奉納絵馬
戸越八幡神社石造狛

こまいぬ

犬
戸越八幡神社
戸越2－6－23 戸越公園駅10分

木造阿弥陀如来坐像 行慶寺
戸越2－6－31 戸越公園駅10分

木造五智如来坐像 養玉院
西大井5－22－25 西大井駅8分

伊藤博文墓 伊藤博文墓所
西大井6－10－18 西大井駅3分

公開文化財 公開場所 最寄り駅
銅造地

じ ぞ う ぼ さ つ

蔵菩薩坐像
（江戸六地蔵の1つ）

品川寺
南品川3－5－17 青物横丁駅3分

公開文化財 公開場所 最寄り駅
旧島津公爵家袖ヶ崎本邸洋館
（清泉女子大学本館）

清泉女子大学
東五反田3－16－21

五反田駅10分
大崎駅10分

※法事などにより、公開されない時間帯があります。

東京文化財ウイークで品川区内の都指定文化財が公開されます

●10月31日㈯～11月3日㈷午前10時～午後4時

レッツ スポーツ
スポーツ推進委員会杯スポーツ大会

①パパ・ママバレーボール大会（9人制）
日11月15日㈰午前9時から
場総合体育館、戸越体育館
チーム編成／区内在住か在勤で、40歳以上
の男女9～15人
※既婚・未婚は問いません。
※男性の常時出場は2・3人。
￥1チーム4,000円
②ソフトバレーボール大会（4人制）
日11月22日㈰午前9時から
場総合体育館
チーム編成／区内在住か在勤の方4～6人
⑴13歳（中学生）以上男女混合の部
⑵40歳以上男女混合の部
※女性の常時出場は2人以上。女性だけの
チームでも参加可。
※⑴⑵の重複参加不可。
￥1チーム2,000円
──────── 共　通 ────────
申11月4日㈬までに、スポーツ推進課、体
育館、地域センターで配布する申込書をス
ポーツ推進課地域スポーツ推進係へ持参
※①②の重複参加可。
※キャプテン会議は、11月11日㈬午後7時
から総合体育館。

西大井地区キンボール教室
日11月3日㈷・10日㈫・17日㈫・24日㈫午後7時～9時
￥1回100円、小中学生50円
運営／西大井地区スポ・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冨士見台中
学校（西大井5－5－14）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　11月の祝日　特別プログラム

日程 時間 種目

11/3㈷

10:00～10:45 やさしいエアロビクス＊
11:00～12:00 代謝を上げて脂肪を落とそう！＊
12:15～13:00 骨盤調整＆やさしいヨーガ
13:15～14:15 ボディバランス

11/23㈷

 9:30～10:30 ヨーガ＆骨盤調整コンディショニング
10:45～11:45 脂肪燃焼ステップ＆筋トレ＊
13:00～14:00 ボディバランス
14:15～15:15 バレエ体操（バー＆ストレッチ）

人16歳以上の方各20人（先着）　￥各400円
場 参当日、運動のできる服装でタオルと飲み物、＊の種目
は上履きを持って総合体育館へ
※3日㈷はトレーニング室フリー利用はありません。

「太極拳ゆったり体操」区民講習会③
介護予防・介護リハビリに用いることができる体操です。
日11月25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戸
越体育館へ

キンボールスポーツ体験会
日11月29日㈰午前9時30分～正午
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
て豊葉の杜学園体育館（二葉1－3－40）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

第15回キンボールスポーツ交流大会
日11月29日㈰午後1時～5時30分
場豊葉の杜学園体育館（二葉1－3－40）
￥500円、小中学生200円
運営／品川区スポーツ推進委員会
申11月19日㈭までに、スポーツ推進課などで配布する申
込書を同課地域スポーツ推進係へ持参

申申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容
ソフトテニス 11/29

㈰
しながわ区民公園（勝島3－2） 11/13㈮ 中学生1ペア　500円 ○中学男子・女子

弓道 明治神宮至誠館（渋谷区） 11/10㈫ 500円 ○一般男子・女子　四ツ矢3回（12射）

第65回品川区民スポーツ大会（秋季）

※10月31日㈯・11月1日㈰の清泉祭開催日は入場自由です。
※12月までの隔週水・金曜日に実施の見学ツアーは現在満員です。
※詳しくは、清泉女子大学ホームページをご覧になるか、学長室本館見学係☎3447－
5551へお問い合わせください。

●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。
※ゴールデンウイーク（28年4月29日㈷～5月4日㈷）は繁忙期です。5月分と一緒に11月
1日㈰から受け付け、11月30日㈪締め切りで抽選となります。
※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。
○品川荘・光林荘を経営する民間事業者が運営する他の施設も利用できます。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
28年5月分の受付／11月1日㈰より
※ゴールデンウイーク期間（28年4月29日㈷～5月4日㈷）は抽選。

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！ 各施設へお問い合わせください

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

品川荘・光林荘Ａタイプ 区民料金
（税込）

区外料金（税込）
区民と同伴 区外のみ

大人
（中学生以上）

平日・休日 6,260円 7,560円 10,260円
休前日 6,800円 8,100円 10,800円
繁忙期 7,760円 11,340円 14,040円

子ども（小学生） 通年 4,976円 7,560円 7,776円
※光林荘Ｂタイプ（室内トイレなし）は、上記の料金から540円引き。
※1室1名利用の場合は5,400円の割り増し。　※品川荘は、入湯税150円がかかります。
※区内在住の高齢者（70歳以上）と障害者、障害者の介護者（住所問わず）は、上記金
額から1,000円を差し引いた金額となります（重複割引なし。障害者と介護者については障
害の等級などの条件あり）。

1泊2食付き（区民＝区内在住・在勤の方）料金

27年度
繁忙期

●品川荘　年末年始：12/26㈯～28年1/3㈰　
●光林荘　紅葉シーズン：10/17㈯・24㈯・31㈯、11/1㈰～3㈷・7㈯
　　　　　年末年始：12/26㈯～28年1/3㈰　

文 財 般 開化 一 公

応募枠 対象 内容 特典

一般枠 区内外問わず
どなたでも

幅広い視点から様々な社会課題を解決
するための研究・開発アイデア

最優秀賞30万円＋
シリコンバレーツアー往復航空券　他

区民枠 ①小学生以下の部
②中学生・高校生の部

区内在住か
在学の方

日々の生活の中で抱く「こんなものがあっ
たらいいな」という身近なアイデア

①図書カード1万円　他
②図書カード2万円　他

第6回ビジネス創造コンテスト「小さな旅」の友  シルバーパス
70歳以上で希望する方に、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（有効
期限28年9月30日）を発行しています。
￥27年度の区民税が課税の方 …… 20,510円
27年度の区民税が非課税の方 ……… 1,000円
※27年度課税でも、合計所得金額が125万円以
下の方は1,000円。
問東京バス協会☎5308－6950

応募期限／11月30日㈪　※詳しくは shinagawa-businessclub.jp/をご覧ください。
問品川ビジネスクラブ☎5449－6557、商業・ものづくり課企業支援係☎5498－6333

ビジネスアイデアを募集します



● 保育料改定のお知らせ
● 人権週間　講演と映画のつどい
● 税を考える週間
● マイナンバーのお知らせ

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　11月1日号

　

平成27年（2015）

10/21
1973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。

もっと品川に近かった品川駅

　10月14日は鉄道の日です。明治5年（1872）のこの日、新橋と横浜を結ぶ
日本初の鉄道の開業式が行われたことを記念して定められました。それに先
立ち品川～横浜間で仮営業が行われています。品川駅は日本で最初に営業を
始めた駅のひとつなのです。
　ところで、品川駅は高輪（港区高輪・港南）にあります。なぜ、高輪駅で
はなく品川駅と名づけられたのでしょうか。
　実は最初の品川駅は現在よりもっと南、日本初の跨

こせんきょう

線橋である八ツ山橋の
すぐ北側にありました。ちょうど品川宿の入り口にあたり、品川駅と名付けら
れたのは自然のことだったと思われます。

　日本初の鉄道は、文明開化を象徴として浮世絵の格好の画題となりました。
その中には実物とずいぶん違う機関車や客車を描いたものが少なくありませ
ん。鉄道開業前、まだ汽車が走る前から、鉄道を描いた浮世絵は売り出され
ていたのです。絵師たちはまだ見ぬ「陸

おか

蒸
じょうき

気」を想像力たくましく様々な形
に描きました。そんな浮世絵の中に
も、初代品川駅はしっかりと描かれ
ています。
（『品川区史2014』第Ⅰ部序章「鉄道
開業から鉄道のまちへ」より）

問総務課☎5742－6624

品
川
の
歴
史
を
知
ろ
う

　

〜『
品
川
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史
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１
４
』

長期基本計画（26～30年度） 1,000円
総合実施計画（第3次） 500円
しながわ景観ガイドプラン 1,000円
品川区景観計画 1,300円
品川区外国語生活情報誌 300円
品川区小中一貫教育要領 2,000円
品川区小中一貫教育要領特別支援教育編 700円

品川区地図（外国語版） 100円
品川区ガイドマップ 200円
品川区都市計画図（用途地域図） 800円
私の散歩道 100円

品川音頭 （CD）    500円
品川甚句 （CD）    500円
非核平和テレホンカード 500円
非核平和Tシャツ 950円

しっかり学ぶしながわっこ 1,200円
新訂版  のびのび育つしながわっこ 1,200円
しながわ物語 500円
品川区まちづくりマスタープラン 2,500円
品川区まちづくりマスタープラン概要版
 500円

品川区史 2,900～5,800円
品川区年表 1,700円
品川の歴史 1,450円
品川区史料 900～1,000円
戦争体験集明日へのメッセージ 1,000円
声の戦争体験集 （CD）    500円
品川区指定文化財一覧（改訂版） 1,000円
東海道中近代膝栗毛 1,000円
品川の仏像 2,000円
しながわの昔ばなし 1,000円
品川用水「溜

ため

池
いけ

から用水へ」 300円
品川　間宮社中の歴史と伝承神楽 1,000円
江戸の名僧　澤庵宗彭 1,000円

品川の富士講と山開き行事 1,000円
品川の学童集団疎開資料集 1,800円
江戸の学問　賀茂真淵とその周辺 1,000円
高村智恵子　紙絵とその生涯 1,000円
浮世絵品川めぐり 1,200円
品川拍子の伝承とあゆみ 1,000円
品川神社の太太神楽 1,000円
品川の大山信仰 1,000円
雉子神社文書（一）（ニ） 各1,000円
むさしの国荏原 1,000円
品川の原始・古代 500円
しながわの絵馬 1,000円

他

区役所の第三庁舎3階にある区政資料コーナーをご存じですか？
　ここでは区政などについての資料の閲覧や貸し出しを行っていま
す。その他、品川区についての様々な書籍や冊子、地図などを販売・
配布しています。
　今号では、区政資料コーナーで販売している書籍などを紹介しま
す。贈り物などにもご利用ください。！

区政とまち 歴史

地図 カード、ＣＤなど

●非核平和都市品川宣言　図書カード
　（500円・1,000円）
　 品川ゆかりの浮世絵の図柄です。
●一筆箋（200円）
　品川歴史館オリジナル「浮世絵一筆箋（歌川国貞）」
　 「東京高縄品川口蒸気車往来之図」の絵柄です。

●絵はがき（1枚50円〈26種類〉）
　 品川歴史館とその展示品、浮世絵、江戸名所のほか、
郷土の画家竹内重雄氏の大正スケッチもあります。

●オリジナル風呂敷（3,000円）
　 絵柄は、江戸時代末期に風景画家として名声を博し
た歌川広重（初代）の「東海道五十三次之内　品
川」をもとに、品川区伝統工芸保存会の友禅染の職
人が描いたものです。イベントの記念品としてもご
利用ください。

●まちの鼓動  しながわ写真集（500円）
　 21世紀を迎えた品川のまちの「にぎわい・やすらぎ・
変ぼう」をテーマにした写真集です。木村伊兵衛写
真賞を受賞した中野正貴氏の撮り下ろし。区内の写
真家 石元泰博氏・長野重一氏の作品も掲載していま
す。区内のすてきな風景をお楽しみください。

●しながわのまちづくり（300円）
　 活力にあふれた個性あるまちづくりを地区ごとにま
とめて説明しています。

見本

「品川区史2014
－歴史と未来をつなぐまち しながわ」

（4,500円）
写真・図版を約1,000点掲載した新しい品川区史です。
データと映像を収録したDVDディスク2枚つきです。

●しながわの史跡めぐり（700円）
　 大名屋敷跡の記載もあり、史跡散歩のガイドにぴったりで
す。まちの歴史に触れるひとときを過ごしてみませんか。

●26年度特別展図録 品川から世界へ  サムライ海を渡る
　―幕末明治の日本と外交使節団（1,000円）
　 品川は、幕末・明治期に欧米各国を歴訪し、日本の近代
化に大きな役割を果たした外交使節団の出発地の一つ
でした。図録では、外交使節団が取り上げられた海外の
新聞や、使節団員の書簡・肖像写真など、豊富な資料を
紹介しています。

●日本考古学は品川から始まった（1,000円）
●大井  海に発展するまち（1,000円）
●東海道・品川宿を駆け抜けた幕末維新（1,000円）
●品川鉄道事始 ― 陸

おか

蒸気が品川を走る（1,000円）
● 大井に大

おおぼとけ

仏がやってきた！
　―養玉院如来寺の歴史と寺宝（1,000円）

  区政やまちがより身近に

  プレゼントに最適

  歴史を訪れて

品川歴史館特別展図録

再発見 問区政資料コーナー（第三庁舎3階☎5742－6614）

わがまちしながわ

そ の 他 の 頒 布 物

歌川芳虎「高輪蒸気車之図」
開業前に空想により描かれたもの
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