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品川区の魅力を発信する
シティプロモーションが
スタートします!!

● キャッチコピーを全国から公募し、本紙9月11日号で発表。品川区への興味を呼び
起こすインパクトがあり、「わ」という語感から広がりが感じられ、文字のデザイン
や音などにより、様々な展開ができることから「わ！しながわ」に決定しました。

● 品川区の魅力を区内外に発信する事業を区が支援をする「シティプロモーション認
定事業」を募集。7事業を認定しました。　※本紙8面で紹介しています。

ロゴマーク
の展開例

ロゴマークは、区民の皆さんにも広く活用していただけるよう、12月に
区ホームページで利用ルールを発表する予定です。

問い合わせ 広報広聴課シティプロモーション担当☎5742－6616

シティプロモーションのスタートとして
アトレとタイアップキャンペーンを展開します！

●アトレ大井町、アトレ目黒、アトレヴィ五反田の飲食フロアの協力店舗でも、ロゴマーク入りコー
スターを使ったり、店員がロゴマーク入りバッジを着用して、キャンペーンに参加します。また、区
の魅力を紹介する折り畳み式マップ（N

ナ ビ ゲ ー タ ー

avigator品川区版）を配布します。
品川区はアトレタイアップキャンペーン終了後も、区の魅力発信の取り組みを進めていきます。

ＰＲカフェ
パティスリー  エ　カフェ  ア・ラ・カンパーニュ
（アトレ大井町2階）
期間限定で、オリジナルカフェラテなどがメニューに加わります。

区の特徴である地域の元気さや活気を伝えるために、
躍動的な書体で、シンプルに表現。区の多様性を表
わすために多彩な色を用いて展開します。

ロゴマークが決定しました！

伝統が息づく暮らしと都心の魅力が共存
する品川区。品川区のシティプロモーショ
ンは、区の素顔をもっと多くの人に知っ
ていただく取り組みです。

11月28日㈯～
12月11日㈮

こ れ ま で の
取 り 組 み

交通機関にポスター・中吊り広告を掲出し、区の魅力を伝えていきます。

掲出期間：11月末～2週間　掲出場所：【ポスター】区内10駅、品川駅【中吊り】大井町線、田園都市線



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11月21日号2

年末のごみ・資源収集スケジュール
※午前8時（早朝
収集地区は午前7
時30分）までに出
してください。
※収集後は、年始
の決められた収集
日まで、ごみ・資
源を出さないでく
ださい。
※分別されていな
いごみ・資源は収
集できません。

   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＞）
12月12日㈯・26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。

   リサイクル情報紙「くるくる」
「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」を紹介（1日発
行）し、区施設などに置いてあります。1月号の掲載は、
12月17日㈭までに電話かFAXでお申し込みください。

   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。
※詳しくは各店へお問い合わせください。
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
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「新年関連フェア」
募集期間／11月29日㈰～12月12日㈯
販売期間／12月1日㈫～28年1月10日㈰
※出品は1人1回限り3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「クリスマス・正月用品と箱入り陶器」
の出品募集
日11月22日㈰～27日㈮午後1時～4時
※出品は1人1回限り10点まで、予約なしで身分証明書
を持ってお越しください。

   フリーマーケット
■出店者募集
●12月5日㈯午前9時30分～午後2時　※雨天時は6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
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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。

燃やす
ごみ

月・木地区 28日㈪
火・金地区 29日㈫
水・土地区 30日㈬

資源

月曜日地区 28日㈪
火曜日地区 29日㈫
水曜日地区 30日㈬
木曜日地区 24日㈭
金曜日地区 25日㈮
土曜日地区 26日㈯

陶器・
ガラス・
金属ごみ

第
１・３
収
集
地
区

月曜日地区 21日㈪ 第
２・４
収
集
地
区

月曜日地区 28日㈪
火曜日地区 15日㈫ 火曜日地区 22日㈫
水曜日地区 16日㈬ 水曜日地区 23日㈷
木曜日地区 17日㈭ 木曜日地区 24日㈭
金曜日地区 18日㈮ 金曜日地区 25日㈮
土曜日地区 19日㈯ 土曜日地区 26日㈯

12月最終の収集日

燃やすごみ 月・水・金曜日地区 30日㈬
火・木・土曜日地区 29日㈫

陶器・ガラス・
金属ごみ

第1・3土曜日収集地区 19日㈯
第2・4土曜日収集地区 26日㈯

資源 月曜日地区 28日㈪

●八潮パーク
　タウン

人18歳以上の方　※高校生不可。
任用開始／28年4月1日㈮
社会保険など／勤務形態により加入

交通費／区の規定による
申12月4日㈮（消印有効）までに、履歴書（写真貼付）に区分（10は「週3日」「週5日」
「どちらでも可」も）を書いて、人事課人事係へ郵送か持参

※応募は1人1区分です。　※書類選考、面接があります。
※書類選考の結果は28年1月26日㈫までに通知します。
※履歴書は返却しません。
※勤務条件は27年度の内容です。

区分 勤務場所 勤務内容 勤務時間 勤務日数 報酬（時給） 交通費 任用期間 採用予定数
（選考） 応募資格 問い合わせ

❶

保育園 保育補助業務

7:30～14:45のうち3時間

週5日（月～土曜）
各1,200円 ―

1年間

約500人 健康で働く意欲のある
方

保育課
保育教育計画係
☎5742－6597

❷ 12:00～21:00のうち3時間
❸ 7:30～15:30のうち5時間 各1,500円

○ 約170人 保育士資格＊を持ち、健
康で働く意欲のある方

❹ 12:30～20:30のうち5時間
❺ 16:00～22:00のうち5時間 1,800円
❻ 7:30～20:30のうち7時間45分 週3日（月～土曜） 1,500円 約20人

❼

二葉・御殿山幼稚園

保育補助業務

7:30～10:30、14:00～19:30のうち3時間
（水曜12:00～19:30のうち3時間）
（土曜・休業期7:30～19:30のうち3時間）

週5日（月～土曜）

各1,200円 ―

1年間

約20人 健康で働く意欲のある
方

保育課
保育教育計画係
☎5742－6597

第一日野・浜川・
平塚・台場幼稚園

7:30～10:30、14:00～18:30のうち3時間
（水曜12:00～18:30のうち3時間）
（休業期7:30～18:30のうち3時間） 週5日（月～金曜）

八潮わかば・伊藤・
城南幼稚園

14:00～17:30のうち3時間
（水曜12:00～17:30のうち3時間）
（休業期8:30～17:30のうち3時間）

❽

二葉・御殿山幼稚園
7:30～13:30、14:00～19:30のうち5時間

（水曜12:00～19:30のうち5時間）
（土曜・休業期7:30～19:30のうち5時間）

週5日（月～土曜）

各1,500円 ○ 約20人
幼稚園教諭免許か保育
士資格＊を持ち、健康で
働く意欲のある方

第一日野・浜川・
平塚・台場幼稚園 7:30～13:30、12:00～18:30のうち5時間

週5日（月～金曜）八潮わかば・伊藤・
城南幼稚園

12:00～17:30のうち5時間
（休業期8:30～17:30のうち5時間）

❾ 小・中学校
小中一貫校 学校事務 月～金曜8:30～15:30（9:30～16:30の場合あり）

土曜8:30～12:30（8:30～15:30の場合あり）
月平均16日
（月～土曜） 1,140円 ○ 1年間 約50人 パソコン操作ができ、健

康で働く意欲のある方
庶務課庶務係
☎5742－6823

10 すまいるスクール
運営企画・補助
勉強会の企画・
運営、児童指導

月～金曜（主に13:15～18:15）
土曜・休業日（8:30～18:15のうち5時間）

週3日か5日
（月～土曜） 1,500円 ○ 1年間 約60人 教員免許を持ち、児童の

指導に熱意のある方
子ども育成課
育成支援係
☎5742－6596

28年度　非常勤職員募集 問人事課人事係（〠140－8715 品川区役所本庁舎5階☎5742－6628）
＊保母資格のままの方は保育士登録が必要です。

職種 応募資格 勤務場所 勤務日数 報酬額等

①教育心理相談員
大卒以上で心理学、発達障
害、関連学科を履修し、教
育相談や心理判定に関し
て専門的技能を持つ方

区立小学校、教育総合
支援センター、適応指
導教室（八潮5－2－1）

週3日 月170,600～178,700円

②スクールソーシャル
ワーカー

社会福祉士か精神保健福
祉士の資格を持つ方 教育総合支援センター 月16日 月240,000円

③適応指導教室指導員
（教育相談員）

教員免許取得者か取得見
込み者で、適応指導教室
（不登校児童・生徒のため
の教室）での指導に意欲と
体力に自信のある方

適応指導教室 月16日 月194,200円

募集人数／各若干名
勤務時間／午前8時30分～午後5時15分
選考方法／書類選考、面接
※面接日は12月15日㈫～18日㈮を予定。書類選考通過者に12月4日㈮
以降に電話連絡。
※社会保険、有給休暇あり。交通費別途支給。報酬額は27年10月現在。
提出書類／履歴書、①はアンケート（様式は区ホームページよりダウン
ロードすること）
申11月30日㈪（必着）までに、履歴書の備考欄と封筒の表に希望職種を
記入し、教育総合支援センター特別支援教育係（〠141－0031西五反田
6－5－1☎5740－8202）へ郵送

28年度　非常勤職員などの採用候補者を募集します

ごみ・リサイクルカレンダー
28年版ごみ・リサイクルカレンダーを地域センター
など区内の施設で12月から配布します。

シルバー人材センター
会員募集

簡単で安心できる仕事で収入を得ませんか
●女性の会員さん緊急募集！
区内の家庭や企業などからの仕事です。家事援助
や育児支援など、どなたでも活躍できる場がたく
さんあります。初めての方でも、親切、丁寧に指
導しますのでご安心ください。
○その他にも様 な々仕事があるので、お問い合わせく
ださい。
人区内在住で、健康で働く意欲のある60歳以上の方
￥年会費2,500円
問シルバー人材センター本部☎3450－0711

問品川区清掃事務所☎3490－7098
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品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   4日㈮   9日㈬ 11日㈮
うつ病あんしん相談 25日㈮   9日㈬   2日㈬
高齢期のこころの相談 22日㈫ 15日㈫ 22日㈫
児童思春期のこころの相談   2日㈬ 10日㈭ 24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 12月

キッズクラブ

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

日12月20日㈰午前11時45分～午後4時
場フジテレビキッズカフェ「ママトコ」（港区台場）、東京都水の科学館（江東区有明）
※午前11時45分にアクアシティお台場6階「ママトコ」前に集合。
内「ママトコ」ランチビュッフェ他

人ひとり親家庭の親子40人（抽選）
￥1組1,500円
主催／品川区母子寡婦福祉連合会
申12月2日㈬までに、電話で子ども家庭支援課家庭支援係☎5742－6589へ

キ
リ
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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

思春期家族教室
日12月7日㈪午後2時～4時
講師／新倉佳久子（臨床心理士）
人不登校・ひきこもりなどでお困りの家
族
場 申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

難病の方のためのリハビリ教室
日12月17日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリと交流
講師／伊藤滋唯（理学療法士）
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20人（先着）
場 申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

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～金＝ 大井保、北品川保、二葉保、大崎保、平塚保、

西品川保（午前9時30分～11時）、伊藤保（午前
10時～11時）、東五反田保（午前10時～正午）

水・金＝荏原保
水＝ のびっこ園台場、第一日野幼、西五反田第二保（午
後0時30分～2時）

木＝冨士見台保（午前10時～正午）
1日㈫・15日㈫＝西中延保
2日㈬＝浜川幼
7日㈪＝八潮わかば幼（午前10時30分～11時45分）
9日㈬＝ 南ゆたか保
　　　 （0～2歳＝室内遊び、3～5歳＝園庭遊び）
16日㈬＝平塚すこやか園
17日㈭・24日㈭＝伊藤幼

17日㈭＝一本橋保
21日㈪＝二葉すこやか園
　　　　（午後1時30分～3時）

●身体測定
1日㈫＝品川保、東品川保
3日㈭＝東大井保
8日㈫＝荏原西保（0～2歳児）
9日㈬＝西五反田保
16日㈬＝西五反田第二保（乳児）
17日㈭＝西五反田第二保（幼児）、
　　　　西中延保

●絵本の広場開放
17日㈭＝西中延保
●おおきくなったねの会
2日㈬＝西五反田保

●こどもかい
18日㈮＝南ゆたか保
●リズム
木＝南大井保
10日㈭・17日㈭＝二葉保
●お店屋さんごっこ
17日㈭＝旗の台保
●わくわくクラブ（未就園児親子登園）
1日㈫＝浜川幼
●おはなし会
24日㈭＝大井倉田保
●見学ツアー
4日㈮＝一本橋保
●ウインターフェスティバル
18日㈮＝東品川保

●年末お楽しみ会
18日㈮＝小山台保
　　　　（午前10時～11時）

●もちつき
18日㈮＝水神保
22日㈫＝大井保
●クリスマスの飾り制作
16日㈬＝ゆたか保
●クリスマス会
24日㈭＝大井保
●保育体験
年間を通して区立保育園全園で実
施

　12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

ひとり親家庭「お台場ママトコと水の科学館を楽しもう！」

受診はお早めに　品川区国保基本健診
生活習慣病の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。
受診料は無料です。
人40 ～74歳の品川区国民健康保険に加入している方
※受診券は再発行可。　※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

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22日㈰
　　 23日㈷
　　 29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22日㈰

 浅野医院 大　井 6 －21－ 5 ☎3771－2692
 はぎさわ歯科 西大井 6 －13－12 ☎3778－0418
 のぐち歯科 中　延 5 － 3 －12 ☎3784－5214
 品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
 荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520 

11月23日㈷

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
 西大井歯科医院 西大井 2 － 3 － 4 ☎3775－3784
 和栗歯科医院 東中延 2 －10－18 ☎5751－3284
 大井整骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
 せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161

11月29日㈰

 赤沼医院 大　井 2 －21－10 ☎6809－9236
 たなか歯科医院 西大井 1 －10－14 ☎5746－1182
 大原歯科医院 中　延 2 － 8 － 3 ☎3781－5565
 飯塚接骨院 南大井 4 －11－ 6 ☎3763－3270
 昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

11月21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

11月28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

※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

キリトリ線
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　区では、23年4月より品川区全域を対象とする「品川区景観計画」の運
用を開始し、区民の皆さんとの協働による、より良い景観づくりを進めて
います。
　大崎駅周辺地区では、地域の協力のもと「品川区景観計画」の「重点地区」
指定に向けた検討を進め、この度「大崎駅周辺地区における景観形成基準
（案）」を策定しました。

「大崎駅周辺地区における景観形成基準（案）」
にご意見をお寄せください

　大崎駅周辺地区では、再開発などにより新たなまちづくりが進んでおり、その一環として地元独自
の景観ガイドラインが定められるなど、景観づくりも進められてきました。区では、この流れがより
着実なものとなるよう支援するため、既存のガイドラインの内容を踏まえ重点地区に指定することで、
よりきめ細かな景観の形成を誘導していきます。
　重点地区の対象区域は、都市再生緊急整備地域の区域を基本に、小関通り周辺や再開発の気運の高
い地区を加えています。

都市計画課景観担当（〠140－8715品川区役所本庁舎6階
☎5742－6534 Fax5742－6889）問い合わせ

「大崎駅周辺地区における景観形成基準（案）」の概要

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）

　★12月のプラネタリウム
日 内12月20日までの土・日曜日①午前11
時＝親子向け投影｢ふゆのおほしさま｣「リー
ベルタース天文台だより～冬の星座の物
語」②午後1時30分③午後3時30分＝特集
のお話「宇宙の謎を探る挑戦～金星探査機
あかつき・小惑星探査機はやぶさ2」④11
日㈮午後7時＝ヒーリングプラネタリウム
※投影時間は約50分。
※前半は当日の星空解説。
※12日㈯の③は休止。
●冬休み特別企画
日12月23日㈷・24日㈭・26日㈯・27日㈰、
28年1月4日㈪～7日㈭
内①午前11時＝オリジナルアニメ「リーベ
ルタース天文台だより～ひばるりの十二星
座めぐり」②午後1時30分③午後3時30分
＝「リラックマのプラネタリウム」

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

★お昼のくつろぎプラネタリウム（無料）
日12月2日㈬～17日㈭の水・木曜日
午後0時35分～50分

共
通

  1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣
日12月12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 12月の天体観望会「すばる（プレアデス星団）」
日12月25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。

  3 星空と音楽の夕べ
モンゴルの民族楽器・馬頭琴の生演奏を聴きなが
ら星空を楽しんでみませんか。
日12月5日㈯午後6時30分～8時
演奏／賽音吉雅〈セーンジャー〉
人小学生以上の方86人（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。
￥500円、小・中学生100円

申1は12月1日㈫、2は12月8日㈫、3は11月24日
㈫（必着）までに、往復はがき（4人まで）でイベ
ント名、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12月3日㈭、2は
12月10日㈭、3は11月26日㈭午前10時から電話
受付（先着）。

共通

●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。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6月分受付／12月1日㈫より

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

親子シート
もあるよ

　品川区景観計画の重点地区指定に
向けた「大崎駅周辺地区における景
観形成基準（案）」にご意見をお寄せ
ください。

応募方法／12月21日㈪までに、意見、住所、氏名、電話番号を都市計画課へ郵送かFAX、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。
●「大崎駅周辺地区における景観形成基準（案）」の全文は、都市計画課（本庁舎6階）、区政資料コー
ナー（第三庁舎3階）、地域センター、区ホームページでご覧になれます。

大崎駅周辺地区の区域案

マイナンバー
通知カードを
発送しています

●通知カードなどについてのお問い合わせは
「マイナンバー総合フリーダイヤル」
0120－95－0178

「英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応の
 フリーダイヤル」
0120－0178－26（マイナンバー制度に関すること）
0120－0178－27（通知カード・個人番号カードに関すること）

●マイナンバー制度について全般の
　お問い合わせは
「品川区マイナンバー・コールセンター」
0570－66－6825

問戸籍住民課個人番号カード担当
☎5742－6658

百反通り

山手通り

八ッ山通り

小関通り

目黒川

大
崎
駅

五反田駅

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。マイナンバーに関し
て公共機関から個人情報に関する照会をすること
はありません。
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都市開発課☎5742－6763

大崎駅西口バスターミナル運営開始のお知らせ

大崎駅周辺地域では
エリアマネジメント活動を

推進しています
●開発整備の段階から地域の管理運営の段階へ
平成14年の都市再生緊急整備地域指定時に予定されていた開
発プロジェクトもほぼ完了し、開発による成果や資産を活用
し、持続的に発展していくため、地域関係者が一丸となって
地域全体の管理運営活動（エリアマネジメント）の推進に取
り組んでいます。
●まち運営協議会を中心としたエリアマネジメント活動
26年7月に、幅広い地域関係者の参加により「大崎駅周辺ま
ち運営協議会」が設立されました。バスターミナル運営者の
大崎エリアマネージメントはこの事務局も担っています。
※詳しくは osaki-machiun.tokyo/をご覧ください。
● 副都心として集積が進んだ様々な都市機能と連携し、さら
なるにぎわい・観光拠点としてバスターミナルを活用
2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて
旅行者など来訪者の増加を見据え、商業・宿泊・文化施設、
再開発事業に伴い新たに整備された北品川五丁目第1地区の
品川産業交流支援施設（SHIP）などと連携した活用を検討し
ていきます。

●バスターミナルの概要
名称／大崎駅西口バスターミナル
所在地／大崎2－10－10
規模／面積　約1,392㎡
バスバース（バス乗降場）／
4バース（のりば0～3番）
運営／大崎エリアマネージメント
☎5719－0800
運行開始／12月7日㈪高速夜行便
より（予定）
営業時間／午前5時～翌午前1時
（予定）
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東急バス渋41系統の一部が乗り入れます

他都市とを結ぶ高速路線バスを運行します

●現在 ●27年12月8日から
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12月7日㈪の夜行便から

12月8日㈫から

豊橋 大崎

　26年中のHIV感染者・エイズ患者報告数は全国で1,546人、
都内では512人で前年より43人増えました。HIV感染者は20～
30歳代に多く、エイズ患者は30～40歳代に多くなっています。
　HIVに感染すると、平均10年でエイズを発症するといわれて
います。感染初期は症状がなく、検査を受けないと感染の有無
はわかりません。現在では早期に治療を始めることにより発病
を遅らせ、日常生活への影響も少なくなりました。
　保健センターではHIV抗体や性感染症の検査を無料・匿名で
受けられますので、感染が気になる方は早めにご相談ください。

抗体検査は感染の機会があった時から2カ月以上経っていれ
ば可能です。

HIV抗体検査（予約制）

エイズ情報コーナー（保健センター、図書館、児童センターなど）
パンフレットなどを設置して、情報を案内しています。

電話相談（HIVと人権・情報センター）
日本語相談　☎3292－9090
　月～木曜日午前9時～午後9時、金曜日午前9時～午後6時、
　祝日午後2時～5時
※金曜日午後6時～9時、土・日曜日午後2時～5時も「ぷれいす東京」
が相談を受けます。
HIV感染者・家族（パートナー）相談　☎5259－0619
　月・水曜日午後4時～7時
ゲイ・バイセクシャル（男性専用）　☎5259－0750
　第2・4土曜日午後7時～9時
レズビアン・バイセクシャル（女性専用）　☎5259－0259
　第2・4日曜日午後7時～9時
英語相談　☎5259－0256　土曜日正午～午後3時
聴覚言語障害者FAX相談　Fax5259－0643（24時間受け付け）

11月16日㈪～12月15日㈫はエイズ予防月間です

12月1日は世界エイズデーです

品川保健
　センター

日第1・3木曜日午前9時～10時
場申電話で同センター☎3474－2225へ

荏原保健
　センター

日第2・4火曜日午前9時30分～10時
場申電話で同センター☎3788－7014へ

　シニア世代の皆さんの積極的
な社会参加を支援するために、
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。
　シルバーパスを活用して、普
段の外出はもちろん、都内の小
さな旅に出かけてみませんか。
￥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

「小さな旅」の友
シルバーパス

詳しくはお問い合わせいただくか大崎エリアマネージメントのホーム
ページ www.ohsaki-area.or.jp/をご覧ください。

運営開始イベントを
開催予定
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東五反田二丁目第２地区
(東京サザンガーデン)

西品川一丁目地区

西五反田
1-7地区

広町一丁目周辺地区

大崎西口駅前地区
再開発準備組合

東五反田二丁目
第１地区

(ｵｰﾊﾞﾙｺｰﾄ大崎)

東五反田二丁目
第１地区

(ｵｰﾊﾞﾙｺｰﾄ大崎)

大崎駅東口第１地区
(大崎ニューシティ)
大崎駅東口第１地区
(大崎ニューシティ)

大崎駅東口第２地区
(ゲートシティ大崎)
大崎駅東口第２地区
(ゲートシティ大崎)

大崎駅東口第４地区
再開発準備組合

大崎駅西口中地区
(大崎ｳｴｽﾄｼﾃｨﾀﾜｰｽ )゙

大崎駅西口南地区
(大崎ウィズシティ)

大崎駅西口Ｅ東地区
(ThinkPark)

北品川五丁目第１地区
(パークシティ大崎)

御殿山小学校

大崎駅西口Ｃ地区

日野学園・総合体育館

大崎三丁目地区
再開発準備組合

大崎駅西口Ｅ南地区

大崎駅東口第３地区
(アートヴィレッジ大崎)
大崎駅東口第３地区
(大崎フロントタワー)
大崎駅東口第３地区Ｃ地区
(大崎センタービル)

東五反田二丁目Ｃ地区
(ﾌﾟﾗｳﾄﾞﾀﾜｰ東五反田)

東五反田地区Ｂ地区
(大崎ﾌｫﾚｽﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸ )゙

百反歩道橋

百反ずい道

目黒川

大崎駅

五反田駅

東西自由通路
夢さん橋

大崎駅西口バスターミナル

都市再生
凡　例

事業完了地区
事業中地区
事業促進地区
公園

緊急整備地域

大崎駅周辺地域のまちづくり　27年11月現在

大崎駅西口地区の交通広場内に整備を進めてきたバスターミナルで高速路線バス
の運行や東急バスの乗り入れなどが始まります。 問い合わせ

補助163号線補助163号線

大崎駅大崎駅

バスのりば３バスのりば３
バス
入口
バス
入口

バス
出口
バス
出口

バスのりば２バスのりば２

バスのりば１バスのりば１

バスのりば０バスのりば０

大崎西口公園大崎西口公園

大崎駅西口交通広場
（タクシーのりば）
大崎駅西口交通広場
（タクシーのりば）

大崎駅西口交通広場
（バスターミナル）
大崎駅西口交通広場
（バスターミナル）

歩行者デッキ歩行者デッキ

歩行者デッキ歩行者デッキ

NBF大崎ビルNBF大崎ビル

大崎駅大崎駅

地上部経路
デッキ経路

駅からのバリアフリー経路

現在運行中の渋谷駅～大崎駅（東口）の路線が本ターミナル発着に変更・増便される予定です（国土
交通省認可手続き中）。

大阪、新潟、仙台など図中の濃い表示の路線が運営開始時から乗り入れる予定です（国土交通省認可
手続き中）。今後、さらに多くの都市（図中の薄い表示の都市など）とを結ぶ路線の乗り入れを促進し
ていきます。

長岡

問保健予防課☎5742－9153
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HIV抗体検査（予約制）

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

日12月16日㈬午後2時～4時
講師／丸山昌一（大森公証役場公証人）
人30人（先着）
場申12月15日㈫までに、電話で品川成年
後見センター（大井1－14－1☎5718－
7174）へ

広告を掲載しませんか
品川区国民健康保険被保険者の方を対象
に、年に1度発行している国民健康保険制
度パンフレット「わかりやすい国保」Aと、
国民健康保険広報紙「こんにちは国保で
す4月号」Bに掲載する広告を募集します。
広告掲載時期／28年4月
発行部数・料金・色／
A：8万2千部・3万円～・カラー
B：7万3千部・7万5千円～・3色
申12月25日㈮（必着）までに、国保医療
年金課（本庁舎4階）で配布する申込書と
原稿の見本を同課保険事業係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6675Fax5742－
6876）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。

都市計画案の縦覧
都市計画案を縦覧します。この案に意見
のある方は、意見書を提出することがで
きます。
日12月1日㈫～15日㈫
審議案件／①東京都市計画高度地区の変
更（東京都市計画道路補助第29号線沿道）
【品川区決定】②東京都市計画防火地域及
び準防火地域の変更（東京都市計画道路
補助第29号線沿道）【品川区決定】

場問都市計画課
（本庁舎6階☎5742－6760）

家庭用電気式生ごみ処理機購入費の
一部を助成します 電子

集合住宅などでも使用できる家庭用電気
式生ごみ処理機の購入費を助成します。
人区内在住で、家庭用電気式生ごみ処理
機を購入予定か購入日から3カ月を経過し
ていない方
助成額／本体購入価格の3分の1（上限
20,000円）
申はがきに「生ごみ処理機」とし、住所、
氏名、電話番号、購入予定機種と金額を
品川区清掃事務所（〠141－0032大崎1－
14－1☎3490－7098）へ
助成方法／助成の決定通知が届いた後、
販売店などで発行された領収書か区指定
の証明書を添えて申請

講演会と住宅の個別相談会

日時 内容 定員
（先着）

11
月
28
日
㈯

①
13:00～14:00

講演「知っておき
たい土地・建物の
相続と登記」

40人

②
14:15～16:15
（入れ替え制・
1回30分）

専門家（司法書士
・弁護士・ファイ
ナンシャルプラン
ナー）による住宅
の相談会

9人

場荏原文化センター（中延1－9－15）
申①は当日、直接会場へ、②は11月27日
㈮までに、電話で相談したい専門家と内
容を木密整備推進課木密整備担当☎
5742－6779へ
※②は空きがあれば当日相談も可。

住まいづくりセミナー
日12月6日㈰午前9時30分～正午
※相談受付は午前11時30分まで。
内個別相談（リフォームや建て替え、耐
震改修などに関する無料相談）、事例紹介
（耐震改修・リフォームの施工方法、費用
などを映像で紹介）、助成制度の紹介（リ
フォーム、耐震改修などに関する助成制
度の紹介）
主催／品川区住宅耐震化促進協議会
場参当日、直接大井第二区民集会所（大
井2－27－20）へ
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

介護者教室
日12月19日㈯午後1時～3時
内口

こうくう

腔ケア「若さと元気はお口から」
講師／大矢美樹（大崎ThinkPark歯科歯科医師）
人20人程度（先着）
場申12月18日㈮までに、電話で東品川在
宅サービスセンター（東品川3－1－8☎
5479－2946）へ

シルバー人材センター入会出張相談
自分にあった仕事を見つけませんか。
日11月27日㈮午前10時～午後3時
場荏原第四区民集会所（中延5－3－12）
人区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713

年末に保育が必要なお子さんを預
かります
区内在住で、年末に保護者が就労のため
保育できないお子さんを預かります。
日12月29日㈫・30日㈬午前7時30分～
午後6時30分で必要な時間
場大井・中延・西大井保育園
人生後4カ月～就学前のお子さん
￥1日2,000円
申12月7日㈪～11日㈮の午前8時30分～
午後7時に、費用、年末保育用勤務証明書、
母子手帳、健康保険証と乳幼児医療証の
コピーを持って、お子さんと一緒に最寄
りの区立保育園か保育課運営係（第二庁
舎7階☎5742－6724）へ
※詳しくは区立保育園・幼稚園・保育課
で配布する「年末保育のお知らせ」をご
覧ください。

保育士就職支援研修・就職相談会
日12月6日㈰
就職支援研修＝午前10時～午後2時30分
就職相談会＝午後2時30分～4時
場タワーホール船堀（江戸川区船堀4－1－1）
内江戸川・中央・港・墨田・江東・葛飾・
品川区の民間保育所の就職相談会と研修
申電話で、東京都保育人材・保育所支援
センター☎5211－2860へ
問保育課私立支援係☎5742－6723

公正証書遺言説明会
最期の意思を残された人に伝え、実現し
てもらうための「公正証書遺言」につい
て説明します。

お知らせ！

〈
広
告
〉

広報しながわ
読者モニター等

募集
①読者モニター（20人
程度選考）
②子育てに関する記事
の協力（10人程度選考）
申12月11日㈮（必着）
までに、はがきかFAX
で番号、住所、氏名、
年 齢、 性 別、 電 話・
FAX番号、②はお子さ
んの年齢・性別を広報
広聴課（〠140－8715
品川区役所☎5742－
6644Fax5742－6870）
へ
※区内在住の方に限る。
※初めての方優先。
※謝礼あり。

のたより

日時 対象者 会場・問い合わせ
12月
3日㈭

10：00～12：00 事業所得者
品川税務署3階会議室
（港区高輪3－13－22
☎3443－4171）

13：30～15：30 不動産所得者
12月
4日㈮

10：00～12：00 不動産所得者
13：30～15：30 事業所得者

12月
9日㈬

10：00～12：00 不動産所得者
荏原税務署3階会議室
（中延1－1－5
☎3783－5371）

13：30～15：30 事業所得者
12月
10日㈭

10：00～12：00 事業所得者
13：30～15：30 不動産所得者

●決算等説明会
青色申告決算書・収支内訳書の書き方などについて説明を行います。

税 国税庁ホームページ www.nta.go.jp/

全国瞬時警報システム
（J－アラート）の

全国一斉通信訓練を実施します
大規模災害や武力攻撃事態が発生した際に、
国（消防庁）が緊急情報を伝達するJ－アラー
トの全国一斉自動放送試験が実施されます。
これに伴い、区内の防災行政無線スピーカー
などから試験放送が流れます。
日11月25日㈬午前11時頃
放送内容／チャイム－「これはテストです」
（3回繰り返し）－「こちらは品川区役所です」
－チャイム
問防災課防災安全担当☎5742－6697

12月1日㈫～7日㈪

①子どもと高齢者の交通事故防止
②自転車の安全利用の推進
③二輪車の交通事故防止
④飲酒運転の根絶
⑤違法駐車対策の推進

例年、年末は交通事故が多くなりま
す。交通ルールの遵守と正しい交通
マナーを実践し、交通事故を防止し
ましょう。

問土木管理課交通安全係
☎5742－6615

TOKYO
交通安全キャンペーン

重点項目
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マンション管理士・一級建築士を
派遣します
内マンション管理士＝マンションの維持
管理や管理組合の運営についての相談
一級建築士＝マンションの大規模修繕に
ついての相談
※1回2時間程度。土・日曜日も可。
人区内にある分譲マンション管理組合
※1組合につき各3回まで。
申電話で、都市計画課住宅運営担当☎
5742－6777へ

首都高速1号線更新に関する工事説
明会
首都高速1号線東品川桟橋・鮫洲埋立部
における更新（造り替え）に伴う工事説明
会を開催します。
日11月27日㈮午後7時～8時30分
29日㈰午後2時～3時30分
場城南第二小学校（東品川3－4－5）
問首都高速道路品川工事事務所
☎3779－5106
品川区都市計画課☎5742－6760

ボランティア養成講座（初級）「絵本
の読み聞かせをやってみよう」 電子

日1月19日㈫・26日㈫、2月2日㈫・9日
㈫午後2時～4時（全4回）
人区内在住か在勤で、全回出席でき、講
座修了後荏原・南大井・源氏前・ゆたか・
八潮図書館のうち1館で読み聞かせボラン
ティア活動ができる方20人（抽選）
場申12月11日㈮（必着）までに、往復は
がきで講座名、住所、氏名、電話番号を
品川図書館（〠140－0001北品川2－32－
3☎3471－4667）へ
※電子申請は12月11日㈮午後5時まで。

一
い っ か ん ば

閑張り講座
公園内に生育する草花の押し花と和紙で
竹かごの小物入れをつくります。
日12月5日㈯午前10時～正午
人区内在住か在勤の方20人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
場 申11月28日㈯までの午前9時～午後4
時30分に、電話でしながわ中央公園管理
事務所（区役所前☎5740－5037）へ

公園の植物で作るウインターリース
作り講座
日12月6日㈰午前9時30分～正午
場天王洲公園会議室（東品川2－6－23）
人区内在住か在勤の方15人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
申11月28日㈯までの午前9時～午後4時
30分に、電話でしながわ中央公園管理事
務所☎5740－5037へ

視覚障害者同行援護従業者研修
研修を修了すると同行援護事業に従事す
るための修了証明書が交付されます。
日28年1月16日㈯・23日㈯・30日㈯
2月3日㈬・6日㈯・19日㈮（全6回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内在住か在勤の方20人（区内在勤者
を優先し選考）
￥20,000円
申12月14日㈪までに、品川ケア協議会で
配布する申込書を同会（〠140－0004南
品川4－11－1－1階☎3471ー4830）へ
郵送か持参
※時間など詳しくはお問い合わせください。
問障害者福祉課障害者相談係
☎5742－6710

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裏千家＆茶花
日12月13日㈰・27日㈰
午前10時30分～午後4時30分（全2回）
※時間中の通える時間のみ受講で可。
※全6回のうち5回目からの途中入会。
人16人（先着）
￥4,800円（教材費別）
②健康気功法
日11月26日～12月17日の木曜日
午後6時30分～8時（全4回）
※全10回のうち7回目からの途中入会。
人18人（先着）
￥5,200円
③基礎からはじめる絵画
日11月27日㈮、12月11日㈮・25日㈮
午前10時～正午（全3回）
※全6回のうち4回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥5,200円（モチーフ代込）
④ゴスペルJOY！
日11月27日㈮、12月11日㈮
午後7時～8時30分（全2回）
※全6回のうち5回目からの途中入会。
人15人（先着）
￥2,900円（教材費込）
───────共　　通───────
場申電話で、メイプルセンター（西大井駅
前☎3774－5050）へ
※①の会場はきゅりあん（大井町駅前）。

冬の桜®を眺める「運河クルーズ」
船から楽しむ目黒川イルミネーション
日12月6日㈰・13日㈰・20日㈰・23日㈷
①午後5時～5時50分②午後6時30分～7
時20分
コース／天王洲～目黒川～京浜運河～レ
インボーブリッジ～天王洲
人小学生以上の方各30人（抽選）

￥1,500円、小学生1,000円
申11月27日㈮（必着）までに、往復はが
きに「運河クルーズ」とし、希望日時、
人数（4人まで）、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☎5742－6913

健康大学しながわ2015
探求テーマ発表会
卒業生による研究発表です。健康づくり
に関心がある方、ぜひご参加ください。
日12月12日㈯午後1時30分～4時
人20人（先着）
場 申12月4日㈮までに、電話で品川保健
センター（北品川3－11－22☎3474－
2225）へ

防災ポスターコンクール作品展
「家庭でできる防災対策」などを主題とし
た、小・中学生の作品を展示します。
日11月25日㈬～12月9日㈬
午前8時30分～午後5時
※土曜日を除く。11月29日㈰は午後1時
まで、12月6日㈰は午後1時から。
場受賞作品＝区役所3階本庁舎・第二庁
舎連絡通路
中学生作品＝区役所5・7階本庁舎・第二
庁舎連絡通路
小学生作品＝中小企業センター1階ロビー
（西品川1－28－3）
問防災課☎5742－6696

認知症カフェ「スマイルカフェさくら」
認知症のことを、お茶を飲みながら話し
ましょう。
日12月6日㈰午後1時30分～3時30分
￥100円
場参当日、直接さくら会（南大井5－19－
1☎5753－3900）へ

催　し

レッツ スポーツ

日12月6日㈰午前9時～正午（ゴール最終受付）
※雨天決行。
コース／第四日野小学校～山手七福神～品川シーズン
テラス（港区港南1－2－70）　※約7㎞。
￥100円
参当日午前9時～9時30分に、費用を持って第四日野
小学校校庭（西五反田4－29－9）へ
※参加スタンプホルダー（首にかける名札）をお持ち
の方はご持参ください。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

日12月30日㈬午後10時～28年1月2日㈯午後9時（大
井町駅集合・解散、往復バス、車中1泊、ホテル2泊）
場志賀高原サンバレースキー場
宿泊／ビワ池ホテル（3朝食2夕食付き）
人30人（先着）
￥41,000円
申12月18日㈮までに、費用を持ってスポーツ協会へ

いきいきウオーキング
江戸最初の山手（目黒）七福神と泉岳寺

正月スキー教室

日28年1月17日㈰午前8時45分から
※予備日は3月27日㈰。
場有明テニスの森（江東区有明2－2－22）
試合方法／ミックスダブルス3本対抗戦トーナメント
人区内在住か在勤の方、連盟登録者30チーム（先着）

※1チーム男女混合6人編成。
￥1チーム12,000円、連盟登録チーム9,000円
主催／品川区テニス連盟
申12月28日㈪までに、費用を持ってスポーツ協会へ
（12月21日㈪を除く）

高齢者や低体力者を対象とした、プールで歩く運動です。膝や腰に負担をかけずに効果的にできます。
※泳いだり、プールに顔をつけることは行いません。

申12月1日㈫（必着）までに、往復はがきで教室名、番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を
品川健康センター（〠140－0001北品川3－11－22☎5782－8507）へ
※おおむね1年以内に受けた健康診断などの結果表が必要です。

番号 会場 日程 曜日 回数 時間 定員（抽選） 金額

① 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2） 28年3月3日～24日

木
4回 13:45～14:45 70人 2,000円

② 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2） 1月7日～3月17日（2月11日を除く） 各10回

 9:45～10:45

各60人
各5,000円

③ 11:45～12:45
④ 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40） 1月8日～3月25日 金 各12回

 9:45～10:45
各6,000円

⑤ 11:45～12:45

クラブカップMIX（硬式テニス）

水中散歩教室

講座・講演

税に関するお知らせ 問税務課課税担当☎5742－6663～6

●年金特別徴収の仮徴収額の見直し
年間を通じた公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額（4・
6・8月）を、前年度分の公的年金等の所得に係る個人住民税の2分の1に相当する額
とします。
※29年4月以降の仮徴収額について適用します。　※年間の税額は変わりません。

現行

➡
改正後

仮徴収額＝前年度分の本徴収額
（徴収月：4・6・8月）
本徴収額＝（年税額－仮徴収額）
（徴収月：10・12・2月）

仮徴収額＝前年度分の年税額×1/2
（徴収月：4・6・8月）
本徴収額＝（年税額－仮徴収額）
（徴収月：10・12・2月）

※徴収1回当たりの徴収額は、本徴収額（仮徴収額）を徴収回数（3回）で除
して得た額。

●仮徴収額
の改正内容

●具体例

年度 年税額
現行 改正後

仮徴収額
（4・6・8月）

本徴収額
（10・12・2月）

仮徴収額
（4・6・8月）

本徴収額
（10・12・2月）

N 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
N＋1 36,000円

（医療費控除の増による減） 10,000円 2,000円 10,000円 2,000円
N＋2 60,000円 2,000円 18,000円 6,000円 14,000円
N＋3 60,000円 18,000円 2,000円 10,000円 10,000円

・N＋1年度の年税額の1/2＝18,000円
・18,000円÷3回＝6,000円

個人住民税（特別区民税・都民税）の一部が変わります

2年度目（N＋1）のみ医療費控除の増により年税額が減じた方の徴収額の状況



● 障害者週間・記念のつどい
● 人事行政の運営状況
● 羽田空港機能強化説明会のお知らせ

古紙配合率80％再生紙を使用しています
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品川区

品川区は、サービス精神、
チャレンジ精神、新感覚
でイメージアップ運動を
進めています。

！2020年

5月5日㈷日本スポーツ界トップレベル競
技観戦ツアーの様子

輝 け 　2020年東京オリンピック・パラリンピック区内開催予定競
技のビーチバレーボール。それはハワイアンの遊びから始まり、
広まった砂の上で行うスポーツです。
　室内で行う6人制のバレーボールでは、スパイカー、セッ
ター、守備専門のリベロなど各選手に役割がありますが、ビー
チバレーボールは2人制で行います。ポジションは決められて
おらず、2人で守備し、攻撃を仕掛けます。たった2人で広い
コートを守りきるには、相手の攻撃を予測し、先読みして動
かなければならないため、戦術や駆け引きがより重要となり
ます。また、風向きや太陽の日差しなど天候の影響を直接受け、
コート面により試合環境が異なるため、両チームの合計点が
7の倍数になるごとに、第3セットは5の倍数ごとにコートチェ

ンジを行うのも特徴です。
　区ではこの競技を身近に感じてもらうため、昨年3月には、
しながわ観光協会と「ビーチバレーボール in 品川」を共催。
大井町駅前中央通りの車道を全面使用して特設コートを設置
し、日本初の公道上でのビーチバレーイベントを実施。当日
は、トップ選手によるエキシビジョンマッチを行うなど延べ約
5,000人の方が訪れました。他にも日本スポーツ界トップレベ
ル競技観戦ツアーや、子どもたち対象の体験ワークショップ
など、様々な取り組みを行っています。
　来年はリオデジャネイロでオリンピック・パラリンピックが
開催されます。この機会にビーチバレーボールに注目してみ
てはいかがでしょうか。

No.5

事業名 事業者 事業概要
東海道品川宿
情報発信プロジェクト

旧東海道品川宿周辺
まちづくり協議会

品川宿周辺にあるコンテンツ（地域資源）を集約したポータルサイトを
構築。品川宿、商店街、地域活動と点在する品川の情報を発信

蛇
へびくぼ

窪のある品川区PR事業 齋藤泰之 かつて「蛇窪村」と言われていた二葉・豊町・戸越・西大井エリアの
PR動画を作成。動画サイトなどで発信

しながわ学声祭
～全日本声優コンテスト「声優
魂」応援プロジェクト＊

大崎駅西口商店会
新規事業室

全国声優コンテスト「声優魂」の開催にあわせ、区内高校などと連携し、
全国から集まる大会参加者や学校などに品川区と大崎をPR

LunchTrip in 品川 L
ラ ン チ ト リ ッ プ

unchTrip 区内の大使館・異国料理レストランなどで、その国の料理を通して対象国
の理解を深めるイベントを開催。国際的な魅力をSNSで若者などが発信

S－NTK LIVE S－NTK 区の魅力を内外に発信するライブイベントをスクエア荏原で開催。区に
ゆかりのある歌手の歌や品川音頭を通じて品川区の魅力を発信

区制70周年に向けて
～響け！品川から想

おも

いをのせて
大森ベルポート
第9実行委員会

大森ベルポートアトリウムを会場に音楽イベントを開催。公募したメン
バーによる区にゆかりのある曲の合唱の他、会場内に区の魅力を紹介す
るブースを設け、SNSで情報発信

制服リボン＆ネクタイKawaii
グランプリ in SHINAGAWA 響

男女生徒の制服にあわせたリボン・ネクタイなどのデザインコンテスト
を、大崎の会場で開催。募集から開催後の結果発表やイベント当日の会
場の模様を、特設ホームページや動画サイトの番組で配信

学校の授業がある日 「授業終了後から午後6時まで」から「授業終了
後から午後7時まで」に変更

学校が休みの日 「午前9時から午後6時まで」から「午前8時15
分から午後7時まで」に変更

※午後5時以降は時間延長利用のため、これまで同様に保護者の就労等
の理由が必要で、事前申請となります。

午後5時まで「品川区立小学校に就学する児童」、「区内在住で、国公立・私立などの小学校に就学の児童」のうち、希望する児童が利用可能 月  250円

午後6時まで
（時間延長）

午後5時までの利用児童でかつ、保護者の就労などの事由により、家庭にお
いて適切な保護が受けられない児童 月3,250円

午後7時まで
（時間延長）

午後5時までの利用児童でかつ、保護者の就労などの事由により、家庭にお
いて適切な保護が受けられない1年生から3年生までの児童 月4,250円

※「品川区立小学校に就学する児童」は、就学する小学校にあるすまいるスクールの利用になります。
※別途、保険料年650円（予定）が必要となります。

すまいるスクールは、小学校の全児童が参加できる放課後等対策
事業として、平成13年に開始、18年から全小学校で実施し、この
10年間、運営時間や利用料など大きな変更なく実施してきました。
しかしながら社会情勢の変化に伴い時間延長の要望が増えている
こと、また、総コストの一定の負担をいただくことを目的に、28
年4月から次のとおり見直しをします。

問子ども育成課育成支援係☎5742－6596

●その他
・午後5時を超えて時間延長をする児童に、間食を提供します。
・午後6時を超えて帰宅する場合は、保護者などの迎えが必要になります。

区の魅力発信事業を応援します！

28年4月からすまいるスクールの事業内容を見直します

品川区シティプロモーション
認定事業

「区を盛り上げ、イメージアップに
つながる事業」を募集。応募があっ
た14事業の中から、7事業を認定事
業として決定しました。
〇認定事業の活動は、区ホームペー
ジなどで紹介していきます。
＊しながわ学声祭
「声優魂」決勝大会応援イベントを
開催します。
日11月22日㈰
午前11時～午後7時30分
場ゲートシティ大崎アトリウム（大崎
駅前）　※入場は自由。

広報広聴課シティプロモーション担当
☎5742－6616問い合わせ

●運営時間

●利用できる児童と利用料

11月26日㈭・27日㈮に
開催する本会議での一般
質問の様子が、ケーブル
テレビ品川で放送されま
す。区議会本会議の放送
では、手話通訳を取り入
れています。
問区議会事務局
☎5742－6810
www.city.shinagawa.

tokyo.jp/kugikai/

●11月26日㈭の一般質問
内　　容 放送日時
南　　恵子
（共　産）

11/30㈪ 20:00～20:45
（再）12/5㈯   9:00～  9:45

渡部　　茂
（自・未）

11/30㈪ 21:00～21:45
（再）12/5㈯ 11:00～11:45

大倉たかひろ
（民・無）

12/1㈫ 20:00～20:45
（再）12/5㈯ 14:00～14:45

つる伸一郎
（公　明）

12/1㈫ 21:00～21:45
（再）12/5㈯ 16:00～16:45

田中さやか
（ネット）

12/2㈬ 20:00～20:45
（再）12/5㈯ 18:00～18:45

●11月27日㈮の一般質問
内　　容 放送日時
本多　健信
（自・未）

12/2㈬ 21:00～21:45
（再）12/6㈰   9:00～  9:45

石田しんご
（民・無）

12/3㈭ 20:00～20:45
（再）12/6㈰ 11:00～11:45

中塚　　亮
（共　産）

12/3㈭ 21:00～21:45
（再）12/6㈰ 14:00～14:45

こんの孝子
（公　明）

12/4㈮ 18:00～18:45
（再）12/6㈰ 16:00～16:45

渡辺　裕一
（自・未）

12/4㈮ 20:00～20:45
（再）12/6㈰ 17:00～17:45

高橋しんじ
（無所属）

12/4㈮ 21:00～21:45
（再）12/6㈰ 18:00～18:45

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

区議会のケーブルテレビ放送 しながわ公園フォトコンテスト
作品募集

写真撮影を通して品川区内の公園に、より一層の
愛着を持っていただくため、今年も皆さんの撮っ
た写真を募集します。
応募資格／一般の部＝区内在住か在勤の16歳以
上の方
子どもの部＝中学生以下のお子さん
応募点数／1人3点まで
対象作品／26年11月以降に、区内の公園（しな
がわ水族館内も可）で撮影した未発表作品
種類・大きさ／2Lプリント、四つ切りプリント、
A4プリント
応募用紙配布場所・申2月1日㈪までの午前9時～
午後5時に、応募用紙・作品をしながわ中央公園
管理棟（区役所前☎5740－5037）か東品川海
上公園管理棟（東品川3－9－21☎3471－3696）
へ持参


