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現代美術を中心に作品を展示・紹介する原美術館（北品川4－7－25
☎3445－0651）。建物は昭和初期に建てられた、実業家・原邦造の私
邸で、国立博物館や銀座の和光などを設計した渡辺仁の設計です。

「品川区民芸術祭2015」の企画展で
は、品川に縁

ゆかり

のあるアーティストが
7人集まり作品を展示する「しなが
わアーティスト7人展」を、11月13
日～15日の3日間、スクエア荏原展
示室にて開催します。

（左）カブトクラゲ。体の色は透明で、繊毛の集まった櫛
くし

板
いた

は光を反射して虹色に輝く
（右上）リーフフィッシュ。枯葉にカムフラージュする特異な形態を持ち、ほとんど動くことはない

（右下）オウムガイ。アンモナイトの近縁種で、生きた化石と呼ばれる

大崎駅を出て目黒川の周辺を歩いて
みましょう。作家のアート作品のほか、
オブジェのような防風装置やモニュメ
ントなどに出会えます。

し
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ト

しながわ水族館で見つけた水の中の生き物たち。
不思議な形や鮮やかな色、繊細な模様には、驚か
されます。まさに自然が創り出すアート作品です。

昨年の作品

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity

※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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11月の区議会
本会議／26日㈭午後1時、27日㈮午前10時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
9日㈪午後1時、30日㈪午前10時
議会運営委員会／13日㈮午後1時、25日
㈬午前10時30分
行財政改革特別委員会／10日㈫午後1時
オリンピック・パラリンピック推進特別
委員会／11日㈬午後1時
※傍聴券は開会の1時間前から配付します。
問区議会事務局☎5742－6809

女性相談員による面接相談
一人で悩まず、ご相談ください（男性も可）。
●法律相談
日12月2日㈬・8日㈫午後1時～3時30分
21日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日12月24日㈭午後1時～4時
●ＤＶ（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日12月4日㈮・18日㈮・25日㈮午後1時
～4時、11日㈮午後5時30分～8時30分
───────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
○カウンセリング電話相談
日12月3日㈭・10日㈭・17日㈭
午前10時～午後3時30分
相談電話／5479－4105

ウオームビズキャンペーン
区では､ 省エネルギー・節電対策を推進
しています。冬季期間中暖房器具に頼り
過ぎず、重ね着などの工夫で、体感温度
を調整しましょう。皆さんの家庭や事業
所でも20℃を目安に適正な暖房を心掛け
るなど、身近な省エネルギー活動に努め、
環境にやさしい冬を過ごしましょう。
日28年3月31日㈭まで
問環境課☎5742－6755

緊急一時保育奉仕員募集
ひとり親家庭の保護者が就労などのため、
昼間保育が必要な生後57日～就学前のお
子さんを自宅で保育する制度です。
人次の全てにあてはまる方若干名（選考）
①区内在住で、心身共に健康な25～60
歳の女性②保育士・教員・助産師・看護
師などの資格があるか育児経験がある③
就学前のお子さんがいない④原則として
自宅1階に4畳半以上の専用室が確保でき
る
報酬（日額）／児童1人につき6,700円
※受け入れ人数は2人まで。
選考方法／書類審査、面接、自宅調査な
ど
申11月20日㈮（消印有効）までに、自宅
平面図と写真付き履歴書に志望動機を記
入し、保育課入園相談係（〠140－8715
品川区役所第二庁舎7階☎5742－6725）
へ郵送か持参
※履歴書は返却しません。
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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

お知らせ！キッズクラブ
　ひとり親家庭「バーベキューとアスレチック、イルミネーションを楽しもう！」

　環境学習講座　エコ素材で作る香り豊かな入浴剤「バスボム」

　 児童水泳教室

日11月22日㈰（午前9時30分集合・午後8時頃解散、往復バス）
※集合はイトーヨーカドー大井町店前。
場さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト（神奈川県相模原市）
人ひとり親家庭の3歳以上のお子さんと親45人（抽選）
￥2,500円、3歳～小学生1,500円
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申11月11日㈬までに、電話で子ども家庭支援課家庭支援係☎5742－6589へ

日11月29日㈰午後2時～4時　
講師／深澤秀治（環境教育振興協会理事）　持ち物／製作物を持ち帰る袋
人小学生24人（抽選）　※小学3年生以下は保護者同伴。
場申11月16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。

　「出産・子育て応援」
　しながわネウボラネットワーク

ネウボラとは「アドバイスする場所」の
意味で出産・育児をサポートする総合相
談窓口です。相談員が保健センターで面
接（30分程度）を行い、母子保健情報・
子育て情報を紹介します。初回にお祝い
品（カタログギフト）を贈ります。
人区内在住で、妊婦健診を受診している
妊娠中の方
申11月16日㈪から電話で各センターへ
品川保健センター☎3474－2903
広町1丁目、東大井1～5丁目、南大井1～4丁
目、北品川、東品川、南品川、西品川、上大
崎、東五反田、西五反田、大崎、勝島、八潮
大井保健センター☎3772－2666
広町2丁目、東大井6丁目、南大井5・6丁目、
大井、西大井、二葉1・2丁目　
荏原保健センター☎3788－7016
平塚、旗の台、中延、西中延、東中延、荏原、
小山、小山台、戸越、豊町、二葉3・4丁目

　プレママ・プチママタウン2

産前産後のヨガエクササイズと交流会を
行います。
日①12月7日㈪②12月14日㈪
午前10時30分～正午
人区内在住で運動制限のない、初めての
お子さんが0歳児の母親各10人と初めて
の妊娠22週以降の方各10人（先着）
※0歳児は保育あり。
場申11月2日㈪から、電話か直接①は水
神児童センター（南大井5－13－19☎
3768－2027）、②は旗の台児童センター
（旗の台5－19－5☎3785－1280）へ

　思春期家族教室

日11月2日㈪午後2時～4時
人不登校・ひきこもりなどでお困まりの
家族

場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

　食に関する相談

子育て中の食の悩みから高齢者の食生活
まで栄養士がアドバイスをします。

日時 会場
11/11㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

11/16㈪
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。

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

　精神保健家族勉強会

日11月11日㈬午後1時30分～3時30分
内精神科の薬について
人精神障害者の家族と関係者30人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　難病の方のためのリハビリ教室

日11月19日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリ、身体を動かす方法
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／タオル、飲み物
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　ひきこもりシリーズ学習会

日11月26日㈭午後2時～4時
内ひきこもっている子どもの心理面の
理解や家族のかかわり方など
人不登校やひきこもりのお子さんがい
る家族、関心のある方30人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666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
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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）

11月1日㈰
3日㈷
8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）

11月1日㈰

 たつのこどもクリニック 大　井 1 －32－16 ☎3775－8600
 紅林歯科医院 西大井 4 －23－15 ☎3771－4062
 Jデンタルクリニック 西大井 1 － 1 － 2 ☎3773－1182
 スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816
 綱井接骨院 小　山 6 － 2 － 9 ☎3781－9330

11月3日㈷

 ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
 北村歯科医院 西大井 5 － 3 － 4 ☎3772－1914
 松本歯科医院 中　延 5 － 5 － 3 ☎3781－1148
 つじ接骨院 南品川 2 － 8 －13 ☎3471－0263
 須藤柔道整復院 中　延 5 － 8 －12 ☎3783－0526

11月8日㈰

 柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
 きよみ歯科クリニック 西大井 1 － 3 － 3 ☎3774－0071
 寺岡歯科医院 中　延 5 － 6 －14 ☎3787－0230
 山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137
 武石接骨院 豊　町 2 －17－ 8 ☎3781－4450

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

11月7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
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※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

日28年1～3月 場豊葉の杜学園温水プール（二葉1－3－40）
￥表の費用のほか、年間登録費1,000円（保険料込）   
主催／品川区水泳連盟  
申11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（園）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）

平日児童
HＣ2 5歳～小学2年生

水
15:30 ～16:30 各

13回
各

6,500円 各20人HＣ3 小学1～3年生 16:30 ～17:30
HＣ4 小学3年～中学生 17:30 ～18:30
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介護者教室
日11月21日㈯午後1時～3時
場福栄会（東品川3－1－8）
内「家庭でできるやさしい介護技術」
人20人程度（先着）
申11月20日㈮までに、電話で大崎在宅
サービスセンター☎3779－3547へ

国民健康保険料の納付書を郵送します
国民健康保険料の納付書は1年に2回、6
月と11月に郵送しています。11月中旬に
27年度後半（11月期～28年3月期分）の
納付書を郵送します。　
※口座振替や年金からの特別徴収で納付
している世帯には納付書は郵送しません。
問国保医療年金課資格係☎5742－6676

都営住宅入居者の募集
募集住宅／世帯向け、定期使用住宅、若
年ファミリー向け
※一部単身者向けの住宅あり。
申込用紙配布場所／都市計画課（本庁舎
6階）、地域センター、サービスコーナー、
文化センター
※配布部数には限りがあります。
申11月4日㈬～13日㈮に配布する申込用
紙を、郵送で渋谷郵便局に11月17日㈫ま
でに届いたものに限り受け付け
●申込用紙休日配布窓口
日程 会場
11/7㈯ 荏原文化センター（中延1－9－15）
11/8㈰ 本庁舎3階ロビー

問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6776

品川健康センターは11月28日㈯
休館します
問同センター☎5782－8507

在宅介護者宿泊研修
日12月19日㈯午前8時～20日㈰午後5時
30分（区役所集合・解散、1泊2日、往復
バス）
場南伊豆下賀茂温泉（静岡県南伊豆町）
内研修、意見交換、交流会
人「要支援2」以上の高齢者を在宅で介護
している家族45人（1家族1人、初めての
方優先で抽選）　※希望者はショートステ
イが利用できます。
￥3,000円
申11月30日㈪までに、電話で大井在宅介
護支援センター☎5742－2723へ

外国人のための「無料専門家相談会」
弁護士、行政書士、社会保険労務士、精
神科医などが在留資格、結婚・離婚、事故、
病気、労働問題などの相談に応じます。
日12月13日㈰午後1時～3時30分
※通訳は英語・スペイン語・中国語・フィ
リピン語などを予定しています。
場参当日、国際友好協会（第三庁舎4階
☎5742－6517）へ

高年齢者向け「合同就職面接会」
日11月19日㈭午後1時～3時30分
（受付は午後0時30分～3時）
人おおむね55歳以上の就職希望者
場参履歴書（写真貼付）を持って、直接きゅ
りあん（大井町駅前）へ
問サポしながわ☎5498－6357

相続説明会
日11月25日㈬午後2時～4時
講師／亀井俊裕（ベリーベスト法律事務
所弁護士）
人30人（先着）
場申11月2日㈪から、電話で品川成年後見
センター（大井1－14－1☎5718－7174）へ

助成を希望する中小企業を募集します
①BCP（事業継続計画）策定費用
助成対象／ BCPを策定するために要した
コンサルティング経費
②ワーク・ライフ・バランス費用
助成対象／ワーク・ライフ・バランスに
係るコンサルティングに要した経費
③事業所内育児スペース整備費
助成対象／事業所内に育児スペースを設
けるために必要な工事費・賃料
④ベビーシッター経費
助成対象／事業所内にベビーシッターを
雇う費用
───────共　　通───────
募集期間／28年2月29日㈪まで
助成額／①②経費の3分の2（上限100万
円）、③④経費の2分の1（上限100万円）
問商業・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

裁判所の調停委員による調停相談会
土地建物・金銭債務・近隣問題・交通事故・
親族間のもめごとなどについて、秘密厳
守、無料で調停手続きの相談に応じます。
日11月7日㈯午前10時～午後3時30分　
場参当日、直接大田区役所2階（蒲田駅前）
へ
問東京簡易裁判所訟廷管理係☎5819－
0267（午前10時～午後4時）
区民相談室☎3777－2000

被災者雇用助成事業
募集期間／28年2月29日㈪まで
対象／国の被災者雇用開発助成金の支給
通知を受けている区内中小企業事業主
助成額／国の助成金額の2分の1
問商業・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

特別区立幼稚園妊娠出産休暇・育
児休業補助教員採用候補者の募集
職種／臨時的任用教員（幼稚園）
勤務地／23区の区立幼稚園（大田区・足
立区を除く）
人昭和30年4月2日以降に出生し幼稚園
教諭普通免許状を現に有する、国公私立
幼稚園の正規任用教員（東京23区の区立
幼稚園臨時的任用教員は含むが非常勤講
師は含まない）として1年以上の経験があ
る方
選考方法／書類選考、面接
募集案内の配布場所／特別区人事・厚生
事務組合、区役所
申12月1日㈫・2日㈬に所定書類を本人
が特別区人事・厚生事務組合教育委員会
事務局人事企画課（千代田区飯田橋3－5
－1東京区政会館）へ持参
問同事務局人事企画課☎5210－9857
品川区指導課☎5742－6831

配偶者出産休暇制度奨励金
奨励額／10万円（1回を限度）
内配偶者が出産する際に取得できる特別
休暇があり、従業員が取得した場合に事
業主に支給
募集期間／28年2月29日㈪まで
※予算枠に到達した時点で、終了します。
問商業・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
受付期間 試験期日 資格

推
薦
12月4日㈮
まで

28年1月9日㈯
～11日㈷の指
定する1日 15～16

歳の方一
般
1月8日㈮
まで 1月23日㈯

問自衛隊五反田募集案内所☎3445－7747
防災課☎5742－6696

レッツ スポーツ
　 豊葉地区ソフトバレーボール＆インディアカ
教室

日11月15日～12月20日の日曜日
午前10時～正午（全5回）　※11月29日を除く。
￥100円、小・中学生50円
運営／豊葉地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き・タオル・飲み
物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12回武術太極拳連盟交流演武大会
日11月21日㈯
時間 内容 対象
12:00
〜
13:00

太極養生気功講習会 どなたでも

13:30
〜
16:30

個人・団体演武、佐藤直子選手（全
日本武術太極拳選手権優勝) 他の模
範演武　

連盟登録者
※見学自由

主催／品川区武術太極拳連盟
場参当日、上履きを持って総合体育館へ
問スポーツ協会

　第3回バドミントン大会
日12月13日㈰午前9時から　場総合体育館
内3ダブルスによるクラス別の団体リーグ戦
￥1チーム8,000円　
※未登録団体は、他に登録料として1人700円必要。
主催／品川区バドミントン協会
申11月25日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
（16日㈪を除く）※未登録団体多数の場合は抽選。

　陸上競技初心者審判講習会
日12月17日㈭午後7時10分～8時30分
場総合体育館
内陸上競技全般の初歩的な規則の説明など
人大会などの役員として協力できる18～63歳の方
￥1,000円、協会登録者800円
主催／品川区陸上競技協会
申12月3日㈭（必着）までに、はがきかFAXで講習会名、
住所、氏名、年齢、電話・FAX番号、簡単なスポーツ
歴をスポーツ協会へ

　第65回品川区民スポーツ大会（冬季）
　マラソン大会
日28年3月20日㈷午前9時集合　※雨天決行。
場大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森（八潮4－1）
種目／2km：小学生ファミリー（1・2年生）、小学生ファ
ミリー（3・4年生）、小学4～6年生
3km：中学生
5km：一般（高校生以上）、壮年（50歳以上）、壮年（男
子60歳以上） 
10km：一般（高校生以上）、壮年（40歳以上）
※年齢は大会当日現在。　
※小学生ファミリーは、子と父母か祖父母とのペア。
※1人1種目。小学生ファミリーの父母は、2種目可。
※参加自由のトラックギャラリーラン（500～600ｍ）も
あります。
￥500円、高校生以下300円、ファミリー800円（保険
料込）
申1月31日㈰までに、費用を持ってスポーツ協会へ
（11月16日㈪、12月21日㈪・29日㈫～28年1月3日㈰・
18日㈪を除く）

※時間は午前10時～午後4時。

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　豊かな心を育む大切なところです

「家庭の日」です毎月第一
日曜日は

「家庭の日」には…
・「友だちや学校のこと」など、お子さんの話をじっくり
聞いて、親子のコミュニケーションを深めましょう。
・家族そろって食事をしたり、出掛けるなど、一緒に過
ごす時間をつくり、家庭の大切さを見つめ直しましょう。

平成20年1月から開始した「日曜開庁」の利用者
が20万人をむかえます。
日11月8日㈰午後1時30分～2時30分
内ロボットによる品川区のPR、バルーンアート
の配布など
問戸籍住民課戸籍届出係☎5742－6657

「日曜開庁20万人到達」
記念イベント

品川子育てメッセ2015
子育て真っ最中のパパ＆ママ、プレママ、応援
する家庭や地域の皆さんが来て見てふれて楽し
めるイベントです。
日11月6日㈮午前10時30分～午後3時30分
内子育て情報展示、講演会、おもちゃのひろば、
子育て相談、ワークショップほか
場参当日、直接きゅりあん（大井町駅前）へ
問子育てメッセ実行委員会・ふれあいの家－お
ばちゃんち☎3471－8610、子ども育成課育成
支援係☎5742－6596

第8回

※年齢は28年4月1日現在。

戸越体育館は11月10日㈫休館します

80歳で3度目の世界最高峰エベレスト登頂に成功した三浦氏をお招きします。
日11月24日㈫午後6時30分～8時（午後6時開場）
場きゅりあん小ホール（大井町駅前）　人286人（抽選）
申11月16日㈪（必着）までに、往復はがきに「スポーツ講演会」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、性別、電話番号をスポーツ協会へ

　 三浦雄一郎 スポーツ講演会　「攻める健康法～人生の最高峰への挑戦」
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保育園の運営経費総額は
121億5,500万円で、利用者の他、
区・都・国が負担しています

納めていただいた保育料は、
保育園運営経費の一部に
充てられています

3年間で1,500人を超える
待機児童対策を行いました

区では待機児童対策を緊急課題として、受け入れ枠の拡大を実施してきましたが、開設経費や運営経費も増大しています。

■ 受け入れ枠拡大数と経費

25年度 479人 14億4,328万円

26年度 451人 4億 800万円

27年度 645人 9億5,886万円

①区民税額による階層区分の保育料
とします
②多子軽減の対象となる世帯の第一
子の児童年齢を、現在の5歳児クラス
から小学校3年生までに拡充します　
③おおむね10％の保育料の引き上げ
を行います　
※地域型保育事業のうち家庭的保育事業
と小規模保育事業の保育料は、保育園保
育料からおおむね20％減額となります。
　

①28年度は、引き上げ幅をおおむね5
％とします　
②28年4～8月は、28年4月の区民税
を基準とした階層（新階層）と、28
年3月の所得税を基準とした階層（旧
階層）を比較して、新階層の方が階層
が上がる場合には、旧階層に相当する
新階層の保育料を適用します　
③家庭的保育事業と小規模保育事業
は、連携施設の確保などができるまで
の間は、標準時間認定の保育料は上
限25,000円、短時間認定の保育料は
上限20,000円とします（27年度から
実施済み）　
※保育料改定に伴い、保育料減額制度に
ついても、28年4月からの見直しを検討
しています。変更内容の詳細は決定次第、
お知らせします。

認可保育園・認定こども園（保育園部門）・地域型保育事業の保育料

区立認定こども園（幼児教育部門）

1

2

（単位：円）

■ 月額保育料一覧表（保育標準時間認定） 保育料（月額）
0～2歳 3歳 4・5歳

階層 旧階層基準 新階層基準 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後前年分所得税 前年度分区民税 当年度分区民税
A 生活保護世帯 生活保護世帯 0 0 0 0 0 0
B 非課税 非課税 非課税 0 0 0 0 0 0
C1 非課税 均等割のみ課税 均等割のみ課税 2,100 0 1,400 0 1,400 0
C2 非課税 所得割5,000未満 所得割5,000未満 2,600 3,000 2,200 2,500 2,200 2,500
C3 非課税 所得割5,000以上  所得割 5,000 ～ 48,699 3,400 4,000 2,900 3,500 2,800 3,500
D1 1,700未満 －  　〃　 48,700 ～ 50,499 7,300 8,000 6,100 6,700 6,100 6,700
D2 1,700～ 9,399 －  　〃　 50,500 ～ 59,799 9,000 9,900 8,000 8,800 7,800 8,500
D3 9,400～ 16,699 －  　〃　 59,800 ～ 68,499 10,200 11,200 10,100 11,100 10,000 11,000
D4 16,700～ 33,399 －  　〃　 68,500 ～ 88,599 16,800 18,400 11,900 13,000 11,800 12,900
D5 33,400～ 49,999 －  　〃　 88,600 ～ 108,599 20,800 22,800 13,900 15,200 13,700 15,000
D6 50,000～ 66,699 －  　〃　108,600 ～ 128,499 23,500 25,800 15,600 17,100 15,500 17,000
D7 66,700～ 83,399 －  　〃　128,500 ～ 148,599 25,800 28,300 17,200 18,900 17,100 18,800
D8 83,400～ 102,499 －  　〃　148,600 ～ 171,599 27,800 30,500 18,500 20,300 18,400 20,200
D9 102,500～ 135,899 －  　〃　171,600 ～ 204,899 30,000 33,000 19,900 21,800 19,600 21,500
D10 135,900～ 169,199 －  　〃　204,900 ～ 228,799 31,900 35,000 21,300 23,400 19,600 21,500
D11 169,200～ 202,499 －  　〃　228,800 ～ 252,899 33,800 37,100 22,600 24,800 19,600 21,500
D12 202,500～ 235,799 －  　〃　252,900 ～ 276,799 35,500 39,000 23,600 25,900 19,600 21,500
D13 235,800～ 269,199 －  　〃　276,800 ～ 300,799 37,300 41,000 24,700 27,100 19,600 21,500
D14 269,200～ 302,399 －  　〃　300,800 ～ 321,999 39,000 42,900 24,700 27,100 19,600 21,500
D15 302,400～ 335,799 －  　〃　322,000 ～ 337,999 40,600 44,600 24,700 27,100 19,600 21,500
D16 335,800～ 369,199 －  　〃　338,000 ～ 353,999 43,700 48,000 25,700 28,200 20,400 22,400
D17 369,200～ 402,399 －  　〃　354,000 ～ 369,999 45,400 49,900 25,700 28,200 20,400 22,400
D18 402,400～ 569,199 －  　〃　370,000 ～ 440,199 49,300 54,200 25,700 28,200 20,400 22,400
D19 569,200～ 735,799 －  　〃　440,200 ～ 500,199 55,500 61,000 25,700 28,200 20,400 22,400
D20 735,800～ 902,399 －  　〃　500,200 ～ 560,199 60,900 66,900 25,700 28,200 20,400 22,400
D21 902,400～1,199,999 －  　〃　560,200 ～ 664,999 65,300 71,800 25,700 28,200 20,400 22,400
D22 1,200,000～1,599,999 －  　〃　665,000 ～ 772,599 67,600 74,300 28,000 30,800 22,700 24,900
D23 1,600,000～2,099,999 －  　〃　772,600 ～ 887,499 70,700 76,400 31,100 34,200 25,800 28,300
D24 2,100,000～2,799,999 －  　〃　887,500 ～1,031,299 73,800 76,900 32,300 35,500 27,300 30,000
D25  2,800,000以上 －  　〃　1,031,300以上 77,000 77,500 33,500 36,800 28,800 31,600
※多子世帯の減免あり。第二子は半額、第三子以降は全額免除。　※保育短時間認定の保育料は、おおむね20％の減額となります。

　28年4月の区立幼稚園保育料の改定と
　同一内容で改定します。

①世帯の所得に応じた応能負担とします

②入園料（2,000円）は廃止します

　　　　保育園・認定こども園・
地域型保育事業の保育料を改定します
27年4月施行の子ども・子育て支援新制度において、保育園などの保育料は、法令で定める額を上限に、
区市町村民税による応能負担へと変更されました。区では28年4月から、区民税額による階層に移行
するとともに、多子軽減制度を拡充するほか、保育料を保護者の負担能力に応じた額に改定します。

■月額保育料一覧表 
所得階層 月額保育料

生活保護世帯・区民税非課税世帯 0円
区民税所得割77,100円以下の世帯 3,000円
　　  〃  　　77,101円～211,200円の世帯 8,400円
　　  〃  　　211,201円～232,500円の世帯 11,200円
　　  〃  　　232,501円～256,300円の世帯 14,200円
　　  〃  　　256,301円以上の世帯 16,000円
※多子世帯の減免あり。第二子は半額、第三子以降は全額免除。

問い合わせ

経過措置

①27年度在園児は、従来の額（月額8,000円）の
ままとします

②28年度新規入園児は、従来の額と比較して保
育料が上がる場合に、従来の額からの上げ幅を半
額とします

経過措置

保育課入園相談係☎5742－6725

28年4月から

4・5歳

3歳

2歳

1歳

0歳
その他0.6％

■ 26年度運営経費の負担内訳 ■ 26年度月額運営経費における保育料最高額（負担率）

品川区74.2％東京都4.6％
国5.2％
利用者15.4％ 77,000円（22.2％） 346,518円

77,000円（36.4％） 211,270円

77,000円（41.5％） 185,346円

33,500円（34.2％） 97,911円

28,800円（34.1％） 84,530円

最高額保育料（負担率） 一人あたり運営経費年齢

　
●28年4月入園の選考は、保育料改定前の所
得税を基準とした保育料階層を用います

●利用希望申請書に記載できる保育園の数
は、現在の6園から8園に拡大します

28年4月入園選考について

※27年度は予定人数と予定金額。
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問税務課☎5742－6662

●区民セミナー「マイナンバーの基本知識」
①11月11日㈬午後2時～4時
人90人（先着）
場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問品川青色申告会☎3474－7564
②11月13日㈮午後2時～4時
人60人（先着）
場参当日、荏原文化センター（中延1－9－15）へ
問荏原青色申告会☎3783－3494

●税理士による「税の無料相談」

※対象地域の日時に出席できない場合は、同じ
税務署内の他の日に出席できます。

　年末調整に必要な用紙も配布しますので、ご
出席ください（開始30分前から受け付け）。
　内容は事業者向けです。

場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ

場参当日、荏原文化センター（中延1－9－15）へ

日時 対象地域
11月11日㈬
13:30～16:00

上大崎・東五反田・大井・西
大井・勝島・東八潮・八潮

11月12日㈭
9:30～12:00

西五反田・大崎・北品川・
広町

11月12日㈭
13:30～16:00

東大井・南大井・東品川・
西品川・南品川

日時 対象地域
11月9日㈪
13:30～16:00

小山台・小山・荏原・平塚・
中延

11月10日㈫
13:30～16:00

西中延・東中延・旗の台・
戸越・豊町・二葉

この社会あなたの     がいきている
11月11日㈬～17日㈫は税を考える週間です 27年分　年末調整などの説明会

品川税務署　☎3443－4171

荏原税務署　☎3783－5371

区立高齢者住宅補欠登録者募集

高齢者住宅あっせん事業
住宅に困窮する65歳以上の高齢者などに対して、東
京都宅地建物取引業協会品川区支部の協力により、
民間賃貸住宅をあっせんします。礼金などの転居時
の一時経費を助成します。
問高齢者地域支援課高齢者住宅担当
☎5742－6735

●募集案内・申請書配布場所
11月2日㈪から、高齢者地域支援課、地域センター、シ
ルバーセンター、サービスコーナー
※大井林町高齢者住宅分は同住宅とさくら会（南大井5
－19－1）でも配布。
●受付期間
11月24日㈫～12月2日㈬午前9時～午後5時　
※土・日曜日を除く（大井林町高齢者住宅は土・日曜日
も受け付け）。
受付場所／261会議室（第二庁舎6階）
※大井林町高齢者住宅申し込み分は同住宅でも受け付
け。

共　　通

問い合わせ

高齢者住宅＝高齢者地域支援課高齢者住宅担当
☎5742－6735
大井林町高齢者住宅＝高齢者地域支援課高齢者住宅担当
☎5742－6735、大井林町高齢者住宅☎5495－7080

　●高齢者住宅（単身用）※補欠登録期間：28年4月1日～29年3月31日
登録者数／／60人程度
申込資格／／次の全てにあ
てはまる方①区内に引き
続き2年以上住んでいる
②昭和26年4月1日以前
に生まれ、一人暮らし③
賃貸住宅に居住④立ち退
きの要求を受けているか
保安・保健衛生上劣悪な
住宅に住んでいる⑤独立
して日常生活が営め、自
炊できる
応募方法／／申請書、申告書、現在の賃貸借契約書の写し、立ち退きの場合は立ち退きの確認書を本人
が直接持参

日時 会場 問い合わせ
11月11日㈬・12日㈭正午～午後4時 ヤマダ電機大井町店入り口横（大井町駅前）

東京税理士会品川支部
☎3474－084311月12日㈭・13日㈮午前10時～午後4時 イトーヨーカドー大井町店（大井町駅前）

11月15日㈰午後1時45分～4時30分 アワーズイン阪急シングル館（大井町駅前）

11月12日㈭・13日㈮午前10時～午後4時
中延会館（東中延2－7－19） 東京税理士会荏原支部

☎3781－8070武蔵小山商店街パルム会館（小山3－23－5）

●くらしと税金展
日11月11日㈬・12日㈭午前10時～午後4時
場ヤマダ電機大井町店入り口横（大井町駅前）
問品川間税会☎5781－9130

平和で心ゆたかな「人間尊重社会の実現」をめざして、人権尊重思想の普及啓発活動
の一環として開催します。
問人権啓発課☎3763－5391 出演／上戸彩  高良健吾  他  ※字幕付き。

加賀藩に実在した料理担当武士・舟木伝
内とその息子が残したレシピ集「料理無
言抄」を題材に、当時の台所事情に迫り
ます。伝統的な和食の世界はもとより、
家族や夫婦の絆

きずな

などを見つめる普遍的な
人情劇が胸に染みます。

人1,100人（抽選）　※就学前のお子さんの入場はできません。
申11月14日㈯（消印有効）までに、往復はがき（1枚2人まで）に「つどい」
とし、代表者の住所・氏名（ふりがな）・電話番号、参加者の氏名（ふり
がな）を、人権啓発課（〠140－0013南大井3－7－10）へ　
※結果発送は11月下旬を予定。

●チャリティー寄席
日11月12日㈭午後6時開演（午後5時開場）
出演／桂ヨネスケ　人500人（先着）
場参当日、荏原文化センター（中延1－9－15）へ
※入場に際しては、1,000円以上の寄付をお願いします。
問荏原法人会☎3783－9900

名称・所在地 規模など 家賃（他に共益費有）
八潮わかくさ荘（八潮5－10－27） 約29㎡全40戸 35,000～85,000円
東品川わかくさ荘（東品川3－1－5） 約29㎡全50戸 35,000～85,000円
大井倉田わかくさ荘（大井4－14－8） 約23㎡  全8戸 30,000～70,000円
カガミハイツ（二葉1－3－28） 約18㎡全11戸 25,000～67,000円
パレスガル（南品川4－5－4） 約20㎡全53戸 30,000～72,000円
メゾン琴秋（豊町6－30－4） 約20㎡全13戸 30,000～70,000円
グレースマンション（西大井4－12－11）約25㎡全12戸 30,000～70,000円
アツミマンション（二葉1－16－14） 約26㎡全10戸 30,000～75,000円
バンブーガーデン（豊町6－30－11） 約26㎡全13戸 30,000～75,000円
オーク中延（中延4－5－10） 約26㎡  全7戸 30,000～75,000円

　●大井林町高齢者住宅（単身用・2人用）※補欠登録期間：28年4月1日～30年3月31日

場東大井4－9－1
登録者数・家賃（生活支援サービス費・共益費を含む）／単身用・風呂あり（1Ｋ約27㎡）=約20人・
月額95,000円、2人用（2ＤＫ約54㎡）=約10組・月額130,000円
※敷金（単身用225,000円、2人用300,000円）が必要。※所得に応じて家賃助成（上限25,600円）あり。
申込資格／28年4月1日現在、次の全てにあてはまる方①区内に引き続き2年以上住んでいる②65歳以
上（単身用は現在一人暮らし、2人用は同居人が60歳以上）③賃貸住宅に居住④立ち退きの要求を受
けているか、保安・保健衛生上劣悪な住宅に住んでいるか、家賃の支払いが収入に比べて過重である
⑤独立して日常生活が営める
応募方法／申請書、申告書、住民票、現在の賃貸借契約書の写し、立ち退きの場合は立ち退きの確認
書を本人が直接持参

2タイプの高齢者住宅の補欠登録者を募集します。同時に両
方を申し込むことはできません。補欠登録期間に空き室が
生じた時の補欠登録者です。

税税

人権尊重都市品川宣言22周年 人権週間  講演と映画のつどい

Ⓒ2013「武士の献立」製作委員会

ⒸKen Noguchi Office

12月2日㈬午後1時開演（午後0時30分開場）
きゅりあん8階大ホール（大井町駅前）

講演「目標を持って生きることの素晴らしさ」目標を持って生きることの素晴らしさ」

映画

アルピニストである野口健さんに、目標を持って
生きることの素

す

晴
ば

らしさについて、人権をテーマ
とした内容に触れながらお話ししていただきます。
講師／野口健（アルピニスト）
※手話通訳・要約筆記付き。
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消費生活料理教室「乳製品を使って
おせち料理を作ってみよう」
日11月25日㈬午前10時～午後1時
場きゅりあん（大井町駅前）
内鶏
とり

のチーズ松風焼、チーズ風味のだて
巻き　他
講師／田口道子（料理研究家）
人30人（先着）
託児／2歳～就学前のお子さん8人（先着）
￥900円
申11月19日㈭までに、電話で消費者セン
ター☎5718－7181へ

女性のための就職活動準備セミナー
就活に役立つマナーと印象度アップ法を
グループワークや実践で学びます。
日11月25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）
人就職活動中の39歳までの女性20人（先
着）
申電話で、商業・ものづくり課☎5498－
6352へ

品川区史2014関連講座
日12月19日㈯午後2時～4時
内「近世都市の普請と造成－江戸と品川、
石材利用にみる土木工事－」
人16歳以上の方100人（抽選）
場申11月27日㈮（必着）までに、往復は
がき（1人1枚）に ｢区史関連講座｣ とし、
住所、氏名、年齢、電話番号を品川歴史
館（〠140－0014大井6－11－1☎3777
－4060）へ

中小企業パソコン教室

教室名 日時
①エクセル応用
（全3回）

11/25㈬～27㈮　
18:00～21:00

②ワードちらし 12/5㈯
9:30～16:30

③イラストレーター
初級（全4回）

12/8㈫～11㈮
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①②各10
人、③20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・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

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カリグラフィー　
日11月20日㈮、12月4日㈮・18日㈮
午後6時45分～8時15分（全3回）
※全5回のうち3回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥10,386円（教材費込）
②フォーチュンタロット＜初級＞
日11月7日～12月19日の土曜日
午後3時30分～5時30分（全4回）
※全6回のうち3回目からの途中入会。
人8人（先着）　
￥7,050円（教材費込）
③整体師が教える足裏療法マッサージと
健康体操　

日11月15日～12月20日の日曜日
午後1時～2時15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

男女共同参画推進講座「ひとの心
に寄り添う傾聴講座（初級）」
日12月3日㈭・10日㈭
午前10時～正午（全2回）
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／別府明子（日本心理カウンセリン
グセンター所員）
人25人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
申11月2日㈪から、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（☎5479－4104 Fax5479
－4111）へ

環境学習講座　米袋で楽しいウオー
ルポケット作り
日12月6日㈰午後2時～4時　
講師／竹中信子（リサイクルアート作家）
人中学生以上の方20人（抽選）
持ち物／貼り付けて飾りたいもの
場申11月16日㈪（必着）までに、往復は
がきかFAXで講座名、住所、氏名、年齢、
電話・FAX番号を環境情報活動センター
（〠140－8715品川区役所第三庁舎3階
☎・Fax5742－6533）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

セカンドチャレンジ保育士支援セ
ミナー（第2回）受講者募集
日11月28日㈯午前10時～11時30分
※12月中に区立保育園で実習有り。
人保育士資格を有し、保育園での勤務を
検討している方20人程度（先着）
場申11月13日㈮までに、電話かFAXで
品川介護福祉専門学校（西品川1－28－3
☎5498－6364 Fax5498－6367）へ
問保育課保育教育計画係☎5742－6597

立正大学経営学部公開講座
日11月14日㈯午後0時50分～2時40分
内講演「時代を乗り越えた女性経営者の
二十年」、シンポジウム　
講師／湯野川恵美（ヒューマンシステム
代表取締役）、佐藤一義（同大学経営学部
教授）他
人400人
場参当日、同大学（大崎4－2－16）へ
問文化観光課生涯学習係

杉野学園公開講座「自分のからだ
と身体表現－美しく歩く－」　
音楽にあわせて身体をほぐし、ウオーキ
ングを行います。自分らしさを表現する
ために歩くことからはじめてみましょう。
日12月5日㈯午後2時～3時30分
場杉野服飾大学（上大崎4－6－19）
講師／水上雅子（同大学短期大学部教授）
人16歳以上の方50人（抽選）
申11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

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
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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

事 業 主 の 方  へ

事業主の方は、特別徴収の実施に向けて準備いただくようお願いします。
●特別徴収とは
事業主の方（特別徴収義務者）が従業員の方（納税義務者）に代わり、毎月給与
から個人住民税を差し引き、納入する制度です。
※従業員が常時10人未満の場合は、従業員がお住まいの区市町村に申請書を提出し承認を受
けることで、年12回の納期を年2回にすることができる「納期の特例」の制度があります。

●特別徴収義務者となる事業主の方
所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、特別徴収義務者として、個人住民税
を特別徴収で納入することが義務付けられています。
※詳しくは東京都主税局ホームページ www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/
tokubetsu/index.htmlをご覧ください。
問税務課課税担当☎5742－6663～6

東京都と品川区からのお知らせ
29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します

電子

  こころつながる映画祭
障害および障害のある人
への理解を深めてもらう
ために開催する映画祭で
す。
場参当日、荏原文化セン
ター（中延1－9－15）へ
人500人（先着）

日時 内容

11/21
㈯

18:30～19:00
基調講演
「お互いを生かしあう場の創造」
講師／田口ランディ

19:00～21:03 映画「くちづけ」

11/22
㈰

9:45～11:31 映画「みんなの学校」
11:50～13:41 映画「人生、ここにあり！」
14:00～15:57 映画「博士の愛した数式」

　 品川区障害者作品展　
日11月20日㈮午後1時～6時、21日㈯午前9時～午後9時20分、22日㈰午前9時～
午後4時20分
場荏原文化センター　
内障害のある方が創作した書道・絵画・手工芸などの展示

こころつな
がる映画祭＆品川区障害者作品展こころつな
がる映画祭＆品川区障害者作品展

問障害者福祉課福祉改革担当☎5742－6762

※上映時間は変更する場合があります。



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11月1日号 7

品川区民芸術祭2015
●「邦楽の調べ」
日11月8日㈰午後1時30分開演
（午後1時開場）
内箏
そう

・尺八・三味線など伝統楽器の演奏、
唄や謡などの披露
●「品川区民作品展」
日11月11日㈬～15日㈰
午前10時～午後7時　※11日㈬は午後1
時から、15日㈰は午後3時まで。
内書道、写真、絵画、手工芸、華道　他
※表彰・講評会は11月14日㈯午後2時から。
───────共　　通───────
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
問文化観光課文化振興係

第115回品川区合唱祭
区内で活動している合唱団体やサークル
が、日頃の練習の成果を発表します。
日11月15日㈰
午前11時開演（午前10時30分開場）
講評者／安達陽一（合唱指揮者）
場・観覧方法／当日、直接きゅりあん（大
井町駅前）へ
問文化観光課文化振興係

歯の健康ポスター展
区内小・中学校の児童・生徒の応募作品
を展示します。
日11月4日㈬～9日㈪
午前10時～午後5時　※4日㈬は午後1時
から、9日㈪は午後3時まで。
場区民ギャラリー（大井町駅前イトーヨー
カドー8階）
問学務課☎5742－6829

品川＆早川ふるさと交流
紅葉とそばまつり
色鮮やかな紅葉に囲まれて、ゆったりと
過ごしませんか｡
日11月8日㈰午前10時～午後2時頃
場町営ヘルシー美里（山梨県早川町）
交通／身延駅からバス約50分、甲府南Ｉ
Ｃから約55km
内そば販売、ふるさと物産展、歌謡ショー、
品川区との交流親善大使委嘱式　など
問早川町振興課振興担当☎0556－45－
2511、地域活動課市町村交流担当☎
5742－6856

東品川文化センターまつり“かもめ祭”
日11月7日㈯午前10時～午後5時
8日㈰午前10時～午後3時
内ポートレート撮影、写真・手芸・書画・
押し花・七宝焼きなどの展示、ダンス・
太極拳・コーラス・楽器演奏のステージ、
バドミントン体験、バザー、模擬店
場問同センター（東品川3－32－10☎3472
－2941）

品川＆山北ふれあい交流
山北町産業まつり
日11月14日㈯午前9時30分～午後3時
場山北町健康福祉センター駐車場・鉄道
公園（神奈川県山北駅前）
内農産物・特産品などの販売、新潟県旧
山北（さんぽく）町の海産品などの販売、
キャラクターショー、ソーラン山北、山
北高校吹奏楽部演奏　他
問同実行委員会（山北町環境農林課内）
☎0465－75－3654
地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

品川清掃工場見学会
日11月28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11月26日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

品川＆早川ふるさと交流　
森のクリスマスプラン
森の素材でリースを作ったり、森の恵み
をあしらったディナーを楽しみます。
日12月19日㈯～24日㈭のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の方各日20人
￥8,750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

第12回福栄会秋のさんま祭
岩手県宮古市のさんまを炭火で焼き、東
日本大震災復興イベントとします。
日11月17日㈫午後1時～無くなり次第終了
内さんまの他、豚汁、おにぎりなどを先
着150人に無料配布
場問福栄会（東品川3－1－8☎5479－2981）

春光祭り
日11月15日㈰午前10時～午後2時
内ボランティアによる獅

し

子
し

舞
まい

・三味線・
手話ダンス・人形劇など、抽選会、もち
つき、模擬店、福祉ショップの出店　他
場問春光福祉会
（西大井2－4－4☎5743－6111）

八潮紅葉祭
日11月7日㈯午前10時30分～午後2時30
分　※雨天決行。
内喫茶コーナー、イベント（午後1時から）
場問八潮在宅サービスセンター
（八潮5－10－27☎3790－0344）

イベント
●ボーイスカウト品川第二団バ
ザー　11月3日㈷午前11時～午後
2時。当日、戸越八幡神社（戸越2）
へ。☎090－6543－0677三枝
●相続・遺言・登記・成年後見な
どなんでも相談会　11月7日㈯午
後1時～4時。武蔵小山商店街パル
ム会館（小山3）。40人。前日まで
に、品川成年後見センター☎5718
－7174へ
●東京ウインドブラス・オーケス
トラ第4回定期演奏会　11月8日
㈰午後1時30分開演。当日、きゅ
りあんへ。☎090－1683－7614
山本

●家庭教育講演会「コミュニケー
ションできる家庭づくり」　11月8
日㈰午前10時～11時45分。当日、
きゅりあんへ。300人。託児は前日
までに、すまいるママ・松田☎080
－1150－2260（午後6時～9時）へ
●おしゃべりと国産・安心安全な
食品の試食を楽しむマルシェ　11
月21日㈯午前11時～午後3時。当
日、箸・皿持参できゅりあんへ。
☎3426－9914　23区南生活クラ
ブ生協
●城南職業能力開発センター技能
祭　工作教室、苗木配布など。11月
23日㈷午前10時～午後3時。当日、
直接同センター（東品川3☎3472－
3411）へ

●家事家計講習会「家計簿をつけ
て健全な家庭生活を」　11月20日
㈮午前10時～11時40分。きゅりあ
ん。80人。400円。1歳以上託児
（200円）あり。東京第四友の会品
川支部・堺☎3786－5041へ
●ふれあい動物園とフリーマー
ケット　11月23日㈷午前10時～午
後3時。350円。当日、戸越公園（豊
町2）へ。☎090－8478－1914浅
沼（夜間）
●育児サロン （整理収納の話、ジャ
ズピアノ）  ドリンク付き。12月8日
㈫午前10時～正午。スクエア荏原。
1,500円。東京有閑倶楽部・大野☎
090－6029－0542へ

サークルなど
●中延健康体操の会　㈪午後7時。
中延小。月1,200円。（入）1,000円。
☎3786－5336高橋
●旗の台第一健康体操クラブ　㈭
午前10時。旗の台文化 。月1,000
円。（入）500円。☎3781－9788
大山
●一日野太極拳クラブ　㈮午後7
時。第一日野小。1回400円。（入）
1,000円。☎3490－1678阿川
●品川囲碁愛好会　初級者歓迎。
第1・3・4㈯午後1時。南部労政会
館（大崎1）。年 男性5,000円、女
性2,000円。☎090－1817－6936
小野

●若葉会（卓球）　㈮午後7時。伊
藤小。1回100円。☎080－5067
－4285河路
●S・Dサークル（ダンス）　第1～
3・5㈪午後1時。五反田文化 。
月3,000円。（入）1,000円。☎3786
－6346今井
●籐みな会（籐工芸）　見学可。
第2・4㈯午後2時。荏原文化 。
月2,100円。（入）1,000円。☎090－
2212－3049猪股
●キャロット（パッチワーク）　第
2・4㈫午前10時。中小企業 。
月3,000円。☎090－4200－5293
黒須

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

チェロの旋律美と東京交響楽団の迫力ある演奏をお聴きください。
日11月7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）
曲目／ドヴォルザーク：チェロ協奏曲ロ短調、チャイコフスキー：交響曲第5番ホ短調
￥3,500円（全席指定）
問チケットセンターＣＵＲＩＡ（キュリア）☎5479－4140

Windows7による
パソコン教室（初心者）受講者募集

階段で2階へ
あがります

場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
コース名・内容 日時（全4回） 申込方法

●はじめてコース
（インターネット入
門）パソコン基本操
作、ホームページ閲
覧、メール体験など

①12月の火曜日
9:30～12:00

11月13日㈮（必着）ま
でに、はがきかFAXで教
室名、①～⑥の番号、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、
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 Fax5742
－6882）へ
※複数のコース・月には
申し込めません。

②28年1月の火
曜日

③1月の水曜日 13:30～16:00

●なれようコース
ワードを中心に、カ
レンダー、文字入り
写真カード作成など

④12月の火曜日
13:30～16:00

⑤1月の火曜日

⑥1月の水曜日 9:30～12:00

人55歳以上の方各12人（抽選）　￥各2,000円（教材費込）

 ○パソコン相談
日月～金曜日午後1時～5時
内学習方法・購入・使い方、操作中のトラブルなど、パソコンに関する相談
人55歳以上の方
場申当日、午後4時までに電話でいきいきラボ関ヶ原☎6902－0025へ

フレッシュ名曲コンサート
大友直人＆新鋭チェリスト伊藤悠貴～スラブの旋律

文化・イベント情報文化・イベント情報

●13日㈮～18日㈬／品川区私立幼稚園協
会　第59回幼児画展覧会　
●21日㈯～23日㈷／ s

スタジオ

tudio i
イッサイ

ssai “それ
ぞれのカタチ書道展”
●27日㈮～12月2日㈬／第7回k

キ キ

iki・P
ピー

・G
ジー

写真展
●28日㈯～12月2日㈬／原宿キルトの会私
のお気に入りキルト展（パッチワークキルト）
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。

日11月3日㈷午後1時～4時
内芋煮会、キノコおこわを食べる会、街の
アーティスト発表会、抹茶を楽しむ会など
場問戸越公園駅前南口商店会・山口
☎3783－1844

日12月6日㈰
午前10時30分～午後0時30分
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
講師／鳥山玲（日本画家）
人区内在住の小学生以上の親子15～20
組（抽選）
申11月30日㈪までに、電話で東京品川
ロータリークラブ☎3443－6000へ

●4日㈬～9日㈪／歯の健康ポスター展
（絵画）
●11日㈬～16日㈪／第22回彩遊会展
（水彩、油彩、パステル）
●19日㈭～22日㈰／新日本婦人の会品
川支部手づくり作品展2015　（ソーイン
グ、ちぎり絵、絵手紙、パッチワーク）
●25日㈬～30日㈪／秋華会三上流ペン・
筆ペン書道展「小さな恋の物語」を書く
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。

五反田駅周辺の祭り参加飲食店で自慢
の肉料理を食べ歩くイベントです。
日11月28日㈯午後4時～6時
問五反田肉コン祭り実行委員会・鶴井
☎080－6616－6234

国の重要無形民俗文化財「相馬野馬追」
と福島物産展、写真パネル展示などをお
楽しみください。
日11月23日㈷午後1時頃
※20歳未満のみでの入場は不可。
場問大井競馬場（勝島2－1－2☎3763－
2151）

戸越公園南口秋の祭典

日本画親子ワークショップ

Ｏ美術館　11月の催し 区民ギャラリー　11月の催し

五反田肉コン祭り

甲
かっ

冑
ちゅう

競馬「相馬野馬追」披露

好評発売中！



・外国人人口…………10,953
　　男………………… 5,351
　　女………………… 5,602

総人口…………… 376,767世帯…………………208,577

・日本人人口………… 365,814
　　男…………………  179,445
　　女…………………  186,369

  人口と世帯（平成27年10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）

11/1
1974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11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
 　アール・ブリュット

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 サヘル・ローズの天晴！品川   
　 しながわの　（ゆ）

月 しながわのチ・カ・ラ
　 しながわ非核平和の誓い

火 トビーが行く！
しながわ坂物語2

水

しながわの
チ・カ・ラ
親子で受け継ぐ
技と芸

トビーが行く！
しながわで日本
伝統にふれる！

三之助　とっておきの品川
入院中も子どもらしさを忘れ
ない　さいかち学級

木

しながわほっとイン
フォメーション  
　 民生委員・
児童委員とは

品川歴史探訪 
大井の大仏

品川歴史探訪
鎌倉道～古道沿いの社寺を巡
る～　

金 復活！しながわ探検隊
三之助　とっておきの品川
品川をキャンバスに！
若きアーティストたち

新

新

サヘル・ローズの
天晴！品川
しながわの 　（ゆ）

新

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

東京銀器

平成2年入門
関 勝利

日11月13日㈮・14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

● 商店街調査隊　
● 品川区総合戦略素案（案）
● みんなで支えあう国民年金

次号予告　11月11日号

タレント サヘル・ローズが、
区内の銭湯を巡り、店主
に話を伺います。今回は、
八幡湯、天神湯、海水湯
におじゃまします。

区ホームページで動画配信をしています

マイナンバー（個人番号）の
通知カードがお手元に届きます！

　マイナンバー（個人番号）通知カードは、
10月5日現在の住民票の住所・世帯主あて
に、転送不要の簡易書留で届きます。
　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。

Tel XXX-XXX-XXX 

28年1月より、申請に基づき「個
人番号カード」を交付します

交付を受けるには「通知カード」
に同封されている交付申請書に
記入し、返信用封筒で送るか、
交付申請書に印字されたバーコ
ードを読み取ることで、スマート
フォンやパソコンからも申請手続
きができます。

マイナンバー
広報キャラクター
「マイナちゃん」

参加・体験・感動！をテーマに、子どもたちの
豊かな感性を大きく広げるプログラムを、存分
にお楽しみください。

　ミュージカル「かいけつゾロリ」

  対象年齢    3歳～小学生
時間／午後3時開演（午後2時30分開場）
場大ホール
￥前売り3,000円（当日3,300円）（全席指定）

Ⓒ原ゆたか／ポプラ社

　オーケストラ探険コンサート　

  対象年齢    3歳～大人
時間／午前10時30分開演（午前10時開場）
場小ホール
￥前売り2,500円（当日2,800円）（全席自由）

共通
発売開始／11月4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（ミュージカル「かいけつゾロリ」のみ）
　　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。　
※託児はありません。
問チケットセンターCURIA（キュリア）☎5479－4140

ワークショップ　（事前予約制）

①アンデスの笛ケーナを作り演奏
  対象年齢    6歳～大人
時間／午後0時30分～2時30分
人25人 （先着）

②「びりとブッチィー」と一緒にバルー
ン体験
  対象年齢    小学生以上のお子さん
時間／午後1時30分～2時30分 
人20人（先着）

共通
場イベントホール　￥各1,500円
申電話で、ふれあいこどもまつり実行
委員会・児演協☎5909－3064へ

通知カードが届いたら、内容を確認
●「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」（世帯全員分）
●個人番号カード交付申請用の返信用封筒
●マイナンバー制度説明パンフレット　
以上3点が、同封されています。

簡易書留で受け取れなかった時
　区で3カ月間保管します。保管期間内に、区役所戸籍住民課（本
庁舎3階）窓口まで受け取りに来てください。
　なお、区役所で保管するカードを受け取る際は本人確認できる
もの（運転免許証、パスポート、顔写真つき住民基本台帳カード
など）が必要です。　

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。

マイナンバー制度Ｑ＆Ａ

Ｑ  民間事業者もマイナンバーを取り扱うのですか

Ｑ 企業で海外勤務している社員のマイナンバーが必要な帳票へ
の記載はどうなるのですか

税務関係の申告書などに、マイナンバーを記載して提出する
必要があります。提出時期については、所管の行政機関にご
確認ください。

27年10月5日を基準日として
①基準日以前に国外転出をし、基準日以後も国外在住の方は、
将来国内に住所を移した時点でマイナンバーが指定されます。
②基準日に国内に住民登録があり、その後国外転出された方
は、将来帰国後も当初のマイナンバーが継続されます。

Ａ

Ａ

通知カード

個人番号カード
交付申請書

「通知カード」配送状況について

●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）

マイナンバー制度全般について

●品川区マイナンバー・コールセンター

0570－66－6825

【おもて面】 【うら面】

問い合わせ　戸籍住民課個人番号カード担当
　　　　　　☎5742－6658

28年2月11日㈷
きゅりあん（大井町駅前）


