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しながわ学びの杜特集：    、品川区では。まい テーマを設けて、
品川区内の「動き」をお伝えしています。

これまでの生涯学習事業を統合・体系化し、文化センターや大学な
ど品川区全体をキャンパスとして27年4月にスタートした「しながわ
学びの杜」。学習プログラムを受講した区民の方を通じて、自主的な
生涯学習の交流や地域活動の輪が広がっています。

詳しいプログラムは4・5ページへ

生涯現役をめざしてしながわの

広がっています
が学 び

しながわ学びの杜　 　つの特徴5

問い合わせ 文化観光課生涯学習係☎5742－6837

しながわを学べる 学びを生かし地域をつなぐ 高度な学びを提供

いつでも学べる だれもが学べる

しながわの歴史・文化を深く知る講義や区内
史跡・施設などの見学を行う講座から、区の
魅力を再発見できます。

講座で学んだ知識を活用した交流が生まれる
よう、受講生と地域をつなぐ講座を提供して
います。

区内の7大学・1高等専門学校とパートナーシッ
プ協議会議を開催し、各校の高度で専門的な
教育研究資源を生かしたアカデミックな講座
を提供しています。

講座は土・日曜日や夜間にも実施しています。
また、区ホームページの「しながわWEB映像
館」で一部の講座をインターネット配信してい
ます。

16歳以上の区内在住・在勤・在学の方を対象
とした「オープンカレッジ」と60歳以上の区
内在住の方を対象とした「シルバー大学」で
多様なプログラムを提供しています。

立正大学・清泉女子大学・星薬
科大学・昭和大学・杉野服飾大
学・東京医療保健大学・産業技
術大学院大学・産業技術高等
専門学校

！ ！ ！

！ ！ 連携校
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品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   5日㈮ 10日㈬ 12日㈮
うつ病あんしん相談 26日㈮ 10日㈬   3日㈬
高齢期のこころの相談 23日㈫ 16日㈫ 16日㈫
児童思春期のこころの相談   3日㈬ 18日㈭ 25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 2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＝ 大井保、北品川保、大崎保、伊藤保、冨士見台保
　　　　二葉保（午前9時～11時）
　　　　東五反田保（午前10時～正午）
水・金＝荏原保
水＝台場保、第一日野すこやか園（午後0時30分～2時）
1日㈪・15日㈪・22日㈪＝ 八潮わかば幼（午前10時30分

～11時45分）
2日㈫・9日㈫・23日㈫＝西中延保
2日㈫・23日㈫＝伊藤幼
4日㈭・18日㈭＝二葉すこやか園（午前10時～11時）
10日㈬＝城南幼（正午～午後1時30分）
25日㈭＝一本橋保

●身体測定
2日㈫＝東品川保
3日㈬＝西五反田保
9日㈫＝荏原西保
10日㈬＝西五反田第二保（乳児）
12日㈮＝西五反田第二保（幼児）
25日㈭＝西中延保
●まめまき、節分
3日㈬＝ 大井保、ゆたか保、一本

橋保、西五反田保、滝王
子保、南ゆたか保、東品
川保、旗の台保、小山台
保、五反田保、八潮西保

●絵本の広場開放
25日㈭＝西中延保
●作品展
3日㈬～6日㈯＝大井保
10日㈬＝旗の台保
18日㈭・19日㈮＝滝王子保
●保育展
17日㈬～19日㈮＝五反田保
●おはなし会
24日㈬＝大井倉田保
●お庭で遊ぼう
2日㈫・17日㈬＝平塚すこやか園
　　　　　　　  （午前10時30分～
　　　　　　　11時30分）

●リズム遊び
4日㈭・18日㈭・25日㈭＝南大井保
17日㈬＝ ゆたか保（リズム遊びとパネ

ルシアター）
●お店屋さんごっこ
10日㈬＝一本橋保
●にこにこ広場
17日㈬＝ 浜川幼（弁当持ち込み可）
　　　　（午後0時30分～1時30分）

●幼稚園公開
19日㈮＝台場幼
●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

環境学習講座～お天気のふしぎと雪の結晶作り実験
日2月21日㈰午後2時～4時
講師／島田賀子（気象予報士）
人小学生20人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
場 申2月3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・電話番号か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。

グリーンコンシューマー体験  in  中延
ミニ講習を受けた後、中延商店街で容器包装を減らす工夫をした商品を探し、発表をします。
日2月27日㈯午後2時～4時
場中延商店街事務所（東中延2－7－19）
人小学生20人（抽選）
申2月14日㈰（必着）までに、はがきに「グリーンコンシューマー体験」とし、住所、氏名、学年、日中
連絡のつく保護者の電話番号・Eメールアドレスを品川区商店街連合会（〠141－0033西品川1－28－3）
へ　※ shoren.shinagawa.or.jp/からも申し込めます。
問環境課環境推進係☎5742－6755、品川区商店街連合会☎5498－5931

　2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

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）

1月24日㈰
31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）

1月24日㈰

 たつのこどもクリニック 大　井 1 －32－16 ☎3775－8600
 堀内歯科医院 東五反田 2 － 3 － 3 ☎3449－1033
 清水坂歯科医院 戸　越 2 － 1 －20 ☎3783－2200
 ケアステーション鍼灸・整骨院 大　井 1 －45－ 4 ☎3771－2727
 しおざわ接骨院 西中延 2 －18－20 ☎5702－8158 

1月31日㈰

 柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
 上杉歯科医院 東五反田 5 －27－ 6 ☎3440－0881
 林歯科医院 戸　越 3 － 2 － 8 ☎3787－8482
 目黒整骨院 上大崎 2 －15－ 5 ☎3444－7796
 武蔵小山接骨院 小　山 3 － 6 －24 ☎3782－2667 

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）
1月23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

1月30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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二人で子育て（両親学級）
日2月23日㈫午後1時30分～3時45分
内講義「赤ちゃんのいる生活」、もく浴
実習、先輩ママとの交流
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12組（先着）
場 申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

むし歯撃退教室
日2月3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1月22日㈮から、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2902へ

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2月1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

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
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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
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申2月19日㈮（消印有効）までに、同校で
配布する願書を神田一橋中学校通信教育課
程（〠101－0003千代田区一ツ橋2－6－
14☎3265－5961）へ郵送か持参
問学務課学事係☎5742－6828

27年度臨時福祉給付金の申請は2月
29日㈪までです
臨時福祉給付金の申請はお済みですか。
対象の方には申請書を送りました。締め
切り後の受け付けはできません。忘れず
に申請してください。
申申請書と添付書類を品川区臨時給付金
事務センター（〠141－8775西品川1－
28－3中小企業センター4階☎3787－
1301）へ郵送

国民年金保険料は免除・納付猶予制
度があります
保険料を納めることが困難な場合は、本
人・配偶者・世帯主の前年所得が基準以
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。申請期間は、
申請時点の2年1カ月前の月分までです。
※所得などにより審査しますので、忘れ
ずに税申告をしてください。
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）

品川介護福祉専門学校2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／2月7日㈰・20日㈯＝学校推薦
入試・一般入試
選考内容／書類選考・面接
※一般は作文あり。
応募資格／学校推薦＝28年3月に高校卒
業見込みで、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＝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。

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。

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・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

品川歴史館は展示替えのため休館し
ます
日2月2日㈫～5日㈮
問同館☎3777－4060

2月1日㈪は特別区民税・都民税（普
通徴収）第4期分の納期限です
　6月に送付した納付書で納めてくださ
い。口座振替・自動払込やコンビニエン
スストアでの納付、携帯電話を利用した
モバイルレジでの納付もできます。
　納期限を過ぎてから納付した場合、督
促状が発送されることがあります。
問税務課収納管理係☎5742－6669

自宅のリフォーム、増改築工事のた
めの融資あっせんをします
工事前にご相談ください。
対象工事／自宅（工事後に居住する区内
にある住宅を含む）のリフォーム、建て
替え（50㎡以上80㎡未満。ただし、木造
住宅密集地域内の場合は面積を問わず）、
増改築工事
あっせん条件／金額＝10万～1,000万円
負担利率＝年利1.3％（災害復旧工事、耐
震補強工事、アスベスト除去工事は年利
0.5％。木造住宅密集地域内における耐震
補強工事は年利0.3％）
返済方法＝10年以内の元金均等月額償還
（繰り上げ返済は一括返済のみ可）
申込要件／次の全てにあてはまる方
①区内在住の20歳以上の方で1年以上同
一の住宅に居住している
②前年の所得が1,200万円以下で、年間
返済金額の3倍以上ある
③住民税を滞納していない
④都内か近県に住所があり、十分な保証
能力がある20～64歳の連帯保証人を立
てられるか信用保証機関などを利用する
⑤申込者、連帯保証人とも現在この融資
を受けていない
※家屋・土地が賃借の場合は所有者から
工事の承諾を得ていること。
※建て替え、増築工事の場合は建築確認
の手続きが必要です。
※あっせん後、金融機関で融資の審査が
あります。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

特別区職員採用試験23区合同説明会
日3月6日㈰午前10時～午後4時
場昭和女子大学1号館・3号館・80年館・
グリーンホール（世田谷区太子堂1－7－57）
内各区・組合ブース、技術職・専門職の
個別相談、採用試験概要説明　他
人28年度以降の特別区職員採用試験の受
験希望者4,000人程度（抽選）
申2月8日㈪までに、特別区人事委員会
ホームページ www.tokyo23city.or.
jp/saiyou-siken.htmの申込フォームか
ら申し込み

問特別区人事委員会事務局任用課採用係
☎5210－9787、品川区人事課人事係☎
5742－6628

介護者教室
●西大井在宅サービスセンター
日2月18日㈭午後1時30分～3時
内「感染症に負けないために」
人30人（先着）
場申2月4日㈭までに、電話で同センター
（西大井2－4－4☎5743－6125）へ
●南大井在宅サービスセンター
日2月20日㈯午後1時40分～2時30分
内膝痛予防の話、簡単な膝痛予防の体操
人20人程度（先着）
場申2月19日㈮までに、電話で同センター
（南大井5－19－1☎5753－3900）へ

区営住宅入居者募集

住宅名 住所 募集数
西大井六丁目第三
（単身・家族）

西大井
6－2－16 1室

荏原七丁目
（単身・家族）

荏原
7－8－3 2室

南大井五丁目
（家族のみ）

南大井
5－7－10 1室

西大井六丁目第二7号棟
（家族のみ）

西大井
6－17－7 1室

西五反田五丁目14号棟
（家族のみ）

西五反田
5－6－14 1室

西大井六丁目第三
（家族のみ） 西大井

6－2－16
1室

西大井六丁目第三
（障害者を含む家族のみ） 1室

申込用紙配布場所／都市計画課（本庁舎
6階）、地域センター、文化センター、サー
ビスコーナー、住み替え相談センター、
品川宅建管理センター
※部数に限りがあります。
申1月28日㈭まで配布する申込用紙を、2
月5日㈮（必着）までに、品川宅建管理セ
ンター（〠142－0052東中延1－4－5－
101）へ郵送
※申込資格など詳しくはお問い合わせく
ださい。
●申込用紙休日配布窓口
日程 会場

1月23日㈯ 荏原文化センター（中延1－9－15）
1月24日㈰ 本庁舎3階ロビー
※時間は午前10時～午後4時。
問品川宅建管理センター☎5749－8661
都市計画課住宅運営担当☎5742－6776

千代田区立神田一橋中学校通信教育
課程の生徒募集
人都内在住か在勤で、次のいずれかにあ
てはまる方40人（選考）
①尋常小学校か国民学校初等科を修了し
たが高校の入学資格がない
②現行制度での義務教育未修了で学齢相
当年齢を超過し①に準ずる
選考日／2月28日㈰午前10時から

お知らせ！
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特別区全国連携プロジェクト第2弾として、坂井市
産特別栽培米コシヒカリ「花あかり」（特A銘柄、
減農薬・減化学肥料、食味値80、27年産）と地酒
を地方創生交付金を活用した「ふるさと割価格（4
割引）」で販売します。
日1月23日㈯午前11時～午
後7時・24日㈰午前11時～
午後5時
※売り切れ次第終了。
場戸越銀座商店街銀ちゃん物産
シアター（戸越1－20－9）
問坂井市シティセールス推進室
☎0776－50－2082
品川区企画調整課☎5742－6607

品川区×坂井市（福井県）連携Part2

● 申告書の作成は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」をご利用ください

画面の案内に従って金額などを入力すれば税額などが自動計算され、所得税
及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の申告書や青色申告決算書な
どが作成できます。作成した申告書は、印刷して郵送などで提出でき、「e-Tax
（国税電子申告・納税システム）」を利用してインターネットで送信もできます。
※e-Taxを利用したインターネット送信には、事前準備が必要です。
※e-Taxを利用したインターネット送信による確定申告では、内容を入力する
ことにより添付書類の提出を省略することができます（一部の添付書類を除
く）。
※詳しくは、e-Tax・作成コーナーヘルプデスク ®0570－01－5901へお
問い合わせください。

●申告書作成会場の開設
税務署の申告書作成会場は、2月16日㈫から開設します。
○税務署での相談・受付は平日のみ行っています。ただし、2月21日㈰と28日㈰に限り、
品川税務署で品川税務署・荏原税務署合同の申告書作成会場として開設します。
●公的年金等を受給されている方へ
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得
金額が20万円以下の場合は、税務署への申告・納税は不要です（外国の法令に基づき
支給される年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける方は、税
務署にお問い合わせください）。
※所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできます。
※税務署への申告・納税が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは品川区役所税務課☎5742－6663～6へお問い合わせください。

税新デザインの非核平和都市
品川宣言図書カードができました

品川ゆかりの浮世絵
の図柄です。

プレゼントなどにも
ご利用ください。

販売場所／総務課（本庁舎5階）、
区政資料コーナー（第三庁舎3階）、
品川歴史館（大井6－11－1）
問総務課☎5742－6625

問品川税務署（港区高輪3－13－22☎3443－4171）、荏原税務署（中延1－1－5☎3783－5371）
国税庁ホームページ  www.nta.go.jp/のたより

坂井市Facebook

「名所江戸百景
 品川御殿やま
 歌川広重（初代）」
500円　他1種

「東京八ツ山下海岸蒸気車鉄道之図
 歌川広重（三代）」
1,000円　他1種

しながわ学びの杜　充実のプログラムの紹介
オープンカレッジ　　16歳以上の区内在住・在勤・在学の方対象

シルバー大学　　60歳以上の区内在住の方対象

立正大学と品川区が協働し、「しながわ
を知る」をコンセプトに、しながわの歴史・
文化、産業、自然などからしながわの魅
力について学びます。

様々な分野の専門家の講義によ
り、系統的にひとつのテーマを
究めます。

しながわについてもっと深く知りたい・
地域のために活躍したいという方のため
のプログラムです。「しながわ学」の聴
講や、地域活動への参加などを通じて、
区の魅力や現状を学びます。

次世代の音楽家たちがバッハの魅力について、チェン
バロ演奏とともにバッハの人生を紹介していく専門講
座「演奏とともにたどるJ.S.バッハの音楽人生」。それ
ぞれの音楽家の感性によっ
て各回ごとにバッハの異な
る魅力が感じられる内容と
なりました。受講生の皆さん
はとても熱心で、わたし自身
も楽しい時間を過ごせた上、
バッハを再考する良い機会
となりました。

しながわ塾のオリエン
テーションでは班ごとに
分かれ、学んだことを表
現するためのイメージ共
有について学びました。

次世代の音楽家が教える講座で
バッハの魅力を伝える

東京藝術大学音楽学部　大塚直哉准教授

1年目は、健康・文化・政治・
法律・歴史など、様々なジャ
ンルを幅広く学び、2・3年目
はコースを選択し、より専門
性を高めていきます。さらに
見学会や発表会を行い、学び
の楽しさを分かち合う学習仲
間の交流を深めています。

「ふれあい発表会」では、班
ごとに1年間の学びの集大成
を発表しました。

シルバー大学で得た仲間とのきず
なをさらに深めるために、修了生
がボランティアで同窓会を立ち上
げ、講演会と見学会を年に各6回
行っています。現在の会員数は約

380人。これからも増えていく会員とともに、新し
い催しを考えながら交流活動を進めていきます。

12月9日に開催した日本音楽高等学校生徒の皆さんによる演奏
会。最後は参加者との合唱も行われました。

品川シルバー大学同窓会　澤井健会長
修了生も活動中！

しながわ学1
専門講座7

しながわ塾2

   、品川区では。まい

転入・転居の届け出や社会保障の申請書
などにマイナンバー（個人番号）の記入が
必要になりますのでご注意ください。詳
しくは、申請先などに確認してください。
問品川区マイナンバー・コールセンター
0570－66－6825

戸籍住民課個人番号カード担当
☎5742－6658
情報推進課番号制度担当☎5742－6619

マイナンバーの記入が
必要となる申請や
届け出があります

問い合わせ 文化観光課生涯学習係☎5742－6837

あらゆる世代を対象に、生涯学習の
きっかけとなるような講演会を実施し
ます。

パソコン初級者を対象に、ワードやエ
クセルの使い方を、1日で学ぶ講座で
す。

春と秋の半期ごとにそれぞれ27の入門講座で趣味や
実技を楽しく学びます。

特別講演会 パソコン
講座

うるおい塾

「輝いて生きる」
テレビキャスターや企業の代表を務めた講師が、自分らしい生
き方・働き方について話します。
日2月16日㈫午後6時30分～8時　場きゅりあん（大井町駅前）
講師／野中ともよ（ガイア・イニシアティブ代表）
人16歳以上の方280人（抽選）　託児／1歳～就学前のお子さん10人（抽選）
申2月5日㈮（必着）までに、往復はがきに「輝いて生きる」とし、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電話番号、手話通訳希望の有無、託児希望の方はお子さんの氏
名（ふりがな）・月年齢・性別を文化観光課生涯学習係（〠140－8715品川区役所第
二庁舎6階）へ
〇区ホームページから電子申請もできます。

現在
募集中

女性が、持てる能力を最大限に発揮
し、社会のあらゆる分野での活躍を
応援する講演会を実施します。

女性の活躍
推進講演会4

5 6

11
これまでの人生経験を生かして地域で自分にできること
を考える、セカンドライフの道しるべとなる講座です。

生涯現役実現講座12

28年度「しながわ学びの杜パンフレット」は、3月下旬に発行予定です。文化観光課（第二庁舎6階）、文化センター、地域センター、図書館などで配布します。また、各講座の詳細・
募集については、本紙や区ホームページなどで随時お知らせします。

生涯学習講義の
インターネット配信

品川歴史館で実施した、品川区史2014関連講座「新
しい品川区史をどう読むか（講師：北原進〈品川歴史
館館長〉）」を区ホームページで配信中です。

視聴方法／区ホームページ「しながわWEB映像館」の
「おすすめ番組　番組検索」内の番組カテゴリ別一覧
にある「生涯学習講義の配信」から選択

右のコードからも、
アクセスできます

立正大学図書館（品川キャンパス）の図書・AV資料の閲覧
•しながわ塾学生証の提示が必要です。
•特典内容は、都合により変更する場合があります。

受講生
限定特典

幅広いジャンルから、最新情報
を学べる講義はとても勉強になり
ます。受講生は人生経験豊かな
方ばかりで、ふれあい発表会では、
皆さんが貴重な意見を出し合い
一致団結し、進めることができま
した。シルバー大学は、いくつになっても新しい仲間作り
ができて楽しく学べる場所です。新しい学びを体験し、健
康で豊かなシルバー世代を過ごしましょう。

坂本洋一委員長
27年度
シルバー大学企画委員会

11月20日は3回目
の講義。テーマは
「楽長バッハ～『イ
ギリス組曲』～
ケーテン時代の
器楽曲～」。大塚
准教授が楽長時
代のバッハの人
生をチェンバロ演
奏とともにたどり
ました。

区内・近隣区の学校と連携して、各学
校の特色を生かし、様々な分野におけ
る専門的な講座を行います。

同和問題を軸に様々な人権について学
びます。また、東京都中央卸売市場食
肉市場の見学を通じて、人権尊重・同
和問題を学びます。

パートナー
シップ講座

人権啓発・社会
同和教育講座8 9

しながわ学では、座学でしながわの
魅力について深く学びます。学ぶ楽
しさを分かち合い、その知識を誰か
に伝えられるようにめざしていくの
がしながわ塾です。受講した皆さん
が自分たちのまちで、獲得した知識
を活用してしながわの魅力を語りな
おす。それが地域の交流や様々な
人々の学びのきっかけづくりになっ
てくれるとうれしいです。

受講生から担い手になれる人材に
立正大学法学部　大島英樹教授

ふれあい
アカデミー10

しながわ学では、知らなかった歴史など、
たくさんの事を学びました。

しながわ塾で、しながわについてもっと学び、
いろんな人にその知識を
伝えていきたいです。

品川歴史館の成り立ちや展示内容、所蔵資料について、学芸員が解説します。
修了後は品川歴史館ボランティアとして活動することもできます。
日2月24日～3月16日の水曜日午後2時～3時30分（全4回）
場品川歴史館（大井6－11－1）
人16歳以上の方20人（抽選）
申2月10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（〠140－8715品川区役所第
二庁舎6階）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

品川歴史館ボランティア入門講座
現在
募集中

様々な観点から地域の魅力を
学び、地域での活躍を応援す
る講座を実施します。

地域講座3

〈クラシック音楽に関する講座〉
27年度秋はバッハをテーマにした講座を五反田文化センター音楽ホー
ルで実施し、チェンバロの生演奏もありました。

チェンバロの
生演奏が聴ける

とても貴重な講座だと
思います。

他の区の方にも
羨ましがられました（笑）。

バッハについて
知らなかったことも

あったのでとても勉強に
なりました。

現在配信中
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高齢者クラブに入りませんか
60歳以上の区民が、町会・自治会などを単位に結成し、
趣味の活動や地域に役立つ活動をしている自主的なグ
ループです。区には100以上のクラブがあり、レクリエー
ション、健康づくりをはじめ、緑化推進活動などのボラ
ンティア活動にも積極的に参加しています。地元で一緒
に、楽しい時間、生きがいを感じる時間を過ごしませんか。
問高齢者地域支援課高齢者クラブ担当☎5742－6734

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

就職応援セミナー＆合同就職面接会
①就職応援セミナー
日2月10日㈬午後1時～1時40分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内労働基準監督官による労働基準法セミ
ナー
人就職活動中の方20人（先着）
申電話で、ハローワーク品川☎6402－
5174へ
②合同就職面接会
日 内2月10日㈬午後1時45分～2時＝参加
企業PRタイム、午後2時～4時＝就職面接会
※受付は午後3時30分まで。
人区内中小企業に就職を希望する方
参加社数／5社程度
募集職種／事務職・営業職他
場参当日、履歴書を持って中小企業セン
ター（西品川1－28－3）へ
※複数社応募可。
───────共　　通───────
問ハローワーク品川☎6402－5174
就業センター☎5498－6353
※詳しくはハローワーク品川ホームページ
tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/

list/shinagawa.htmlをご覧いただくかお
問い合わせください。

健康料理教室「脂質異常症予防の食事」
日2月7日㈰午前11時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内魚の野菜あんかけ、ひじきのカラフル
梅サラダ、青菜ときのこのピリ辛風味、
玉ねぎスープ、豆ごはん、ゼリー
人69歳以下の方30人（先着）
￥800円
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台
ふきん各1枚
運営／品川栄養士会
申2月5日㈮までに、電話で健康課健康づ
くり係☎5742－6746へ

ぜんそく予防講演会
「こどもの食物アレルギー」
日3月5日㈯午後2時～4時
場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
内こどもの食物アレルギーの対処方法など
講師／中村俊紀（昭和大学病院小児科医師）
人区内在住か在勤の方60人（抽選）
託児／就学前のお子さん12人（抽選）
申2月19日㈮（必着）までに、はがきか
FAXで講演会名、住所、氏名、生年月日、
電話番号、在勤の方は勤務先の名称・所
在地、託児希望の方はお子さんの氏名・
性別・生年月日を健康課公害補償係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6747
Fax5742－6883）へ

消費生活教室 ｢片づけのコツを知っ
てスッキリ生活｣
日2月10日㈬午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／芳賀裕子（整理収納アドバイザー）
人60人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－7181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。
①四季を彩る折り紙
日1月27日～3月9日の水曜日
午前10時～正午（全4回）
※全5回のうち2回目からの途中入会。
人10人（先着）　￥6,400円
②太極拳
日1月26日～3月22日の火曜日
午後4時～5時30分（全8回）
※全10回のうち3回目からの途中入会。
人20人（先着）　￥12,000円
───────共　　通───────
場 申電話で、メイプルセンター（西大井
駅前☎3774－5050）へ

東京都最低賃金の適用について
27年10月1日から都内で働く全ての労働
者に東京都最低賃金時間額907円が適用
されています。
問品川労働基準監督署☎3443－5742
商業・ものづくり課就業担当☎5498－6352

28年度非常勤職員（子育てネウボ
ラ相談員）募集
任用期間／4月1日㈮～29年3月31日㈮
勤務場所／児童センター
勤務日時／週4日（月～土曜日）午前9時
30分～午後4時30分（休憩1時間含む）
人次のいずれかにあてはまる方若干名
①看護師、保健師、助産師の資格を有する
②臨床心理士、社会福祉士、教員、保育士
の資格を有し、採用日現在2年以上の実務
経験があるか、同等以上の知識と経験を有
すると特に認められる
報酬／月額①208,000円②167,000円
※交通費支給。社会保険などあり。
申2月12日㈮（消印有効）までに、履歴書（写
真貼付）を子ども育成課（〠140－8715
品川区役所第二庁舎7階☎5742－6959）
へ郵送か持参
※履歴書は返却しません。
※一次書類選考後、面接あり。書類選考の
結果は2月22日㈪までに通知します。

就業相談員募集
区内中小企業を訪問し、求人活動のアドバ
イスを行う専門非常勤職員を募集します。
任用期間／4月1日㈮～29年3月31日㈮
勤務日時／原則木曜日か金曜日を含む週2
日午前9時～午後5時

人健康で働く意欲があり、特に企業向け就
業支援に知識・経験がある方1人（選考）
報酬／月額136,000円
場申2月15日㈪（必着）までに、履歴書（写
真貼付）・職務経歴書・「企業向け就業支援
への抱負（400文字以内）」を商業・もの
づくり課就業担当（〠141－0033西品川
1－28－3中小企業センター2階☎5498－
6352）へ郵送か持参
※書類選考のうえ面接。書類選考通過者に
は面接時間を2月19日㈮までに電話連絡。
※面接日は2月25日㈭。
※履歴書・職務経歴書などは返却しません。

区民プロデュース型講演会
「江戸に学ぶ隠居生活」
日2月16日㈫午後2時～4時
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
講師／石山秀和（立正大学准教授）
人80人（抽選）
運営／品川シルバー大学同窓会
申2月5日㈮（必着）までに、往復はがき
に「品川シルバー大学同窓会」とし、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を文化
観光課文化振興係へ

パパもママもワーク・ライフ・バランス
「共働きで子育てと生活を楽しむ方法」
日2月21日㈰午前10時～正午
講師／杉山錠士（ファザーリング・ジャ
パン会員）
人25人（先着）　※夫婦での申し込み可。
託児／1歳から就学前のお子さん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

   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＞）
2月13日㈯・27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カ所に回収箱を設置して、
家庭で使用済みになったインクカートリッジを、回収
しています。

   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
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「文具フェア」
募集期間／1月22日㈮～2月5日㈮
販売期間／1月29日㈮～2月28日㈰
※出品は1人1回限り5点（新品か未使用の文具）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
※詳しくはお問い合わせください。
●旗の台店「寝具・タオル」の出品募集
日1月22日㈮～26日㈫午後1時～4時
※出品は1人1回限り10点（未使用品、タオルは箱入り）
まで、予約なしで身分証明書を持ってお越しください。

   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」を掲載（1日発行）し、
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。
3月号の掲載は、2月22日㈪までに電話かFAXでお申し込
みください。

  フリーマーケット
■お越しください
●2月11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
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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。

講座・講演

　●お知らせ

求　人

場マイガーデン南大井（南大井1－13みなみ児童遊園内）
人区内在住の方
※現在利用している方は申し込み不可。
￥1区画（10㎡）＝22,000円（11カ月分）
申2月3日㈬（必着）までに、往復はがきに「マイガーデン」とし、住所、氏名、電
話番号、動機を公園課公園維持担当（〠140－8715品川区役所☎5742－6789）へ
※家族内での複数応募や、必要事項が書かれていない場合は落選となります。
※他人名義の利用はできません。

マ
イ
ガ
ー
デ
ン

南
大
井（
区
民
農
園
）

利
用
者
を

募
集
し
ま
す

公開抽選会を
行います

日2月5日㈮
午後2時
場254会議室
（第二庁舎5階）

4月～29年2月
32区画（抽選）

利用期間
募 集 数



2016年1月21日号 7

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

清掃リサイクル講演会
持続可能な未来のために、リサイクル団体
との協働事業として講演会を開催します。
日3月2日㈬午後2時開演
場講堂（第三庁舎6階）
講師／大矢勝（横浜国立大学大学院教授）
人ごみ・リサイクルに関心のある方
100人（抽選）
申2月10日㈬（必着）までに、往復はが
きに「講演会」とし、参加者全員の住所・
氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、車い
す利用の方はその旨を品川区清掃事務所
（〠141－0032大崎1－14－1☎3490－
7098）へ

認知症サポーター養成講座
認知症を正しく理解し、サポートする方
を養成する講座です。
日2月27日㈯午前10時30分～正午
場354会議室（第三庁舎5階）
人50人（先着）
申2月19日㈮までに、電話で住所、氏名、
電話番号を高齢者福祉課保健医療・認知
症対策係☎5742－6802へ

しいの木講座
18歳選挙権と「選挙ばなれ社会」
選挙に関する各種調査の結果をもとに、
選挙ばなれについて話します。
日2月8日㈪午後2時～4時
（午後1時30分開場）
講師／松本正生（埼玉大学社会調査研究
センター長）
人300人（先着）
場 参当日、直接立正大学11号館1151教
室（大崎4－2－16）へ
問選挙管理委員会事務局☎5742－6845

精神障害者地域生活支援センター
（たいむ）開設10周年記念講演会
日2月11日㈷午後1時30分～4時30分
（午後1時開場）
内松本ハウスの漫才と講演、花田照久精
神科医師の基調講演「地域の精神障害者
支援を考える」、講師によるディスカッ
ション、中村初惠氏ソプラノ独唱
人430人（先着）
場参当日、直接荏原文化センター（中延1－
9－15）へ

問障害者福祉課精神障害者福祉担当
☎5742－6711

第6回五館フェスティバル
荏原・東品川・旗の台・南大井・五反田
文化センターで活動している団体が合同
で成果発表会を開きます。
日1月31日㈰午前10時30分～午後4時
（午前10時開場）
内ダンス、楽器演奏、コーラスなど
場・観覧方法／当日、直接荏原文化セン
ター（中延1－9－15☎3785－1241）へ
※車での来場はご遠慮ください。

羽ばたけ！アントレーヌ in 品川 vol.7
手作り商品・サービスをテーマとする女
性起業家の卵たちが実施するテストマー
ケティングイベントです。皆さんの貴重
な意見をお聞かせください。
日1月30日㈯午後1時～5時30分
31日㈰午前10時～午後4時
※入場は終了の1時間前まで。

内紙版画雑貨・ファブリック商品の販売、
ハーブボールづくり、かっさマッサージ
体験会、収納のワンポイント相談など
場 参当日、直接スクエア荏原（荏原4－
5－28）へ
問武蔵小山創業支援センター
☎5749－4540

品川＆早川ふるさと交流　山里の暮
らし体験ツアー　炭焼きに挑戦！
窯に丸太を入れる「窯入れ」や炭を取り
出す「窯出し」などを体験します。
日2月27日㈯～28日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住で中学生以上の方16人（先着）
￥13,250円（1泊3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

催　し

レッツ スポーツ
「太極拳ゆったり体操」区民講習会④

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2月10日㈬午後0時30分～2時（午後0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

障害者との交流スポーツ教室
「フォークダンスを！」
日2月13日～3月12日の土曜日午後2時～3時30分（全5回）
人16歳以上の視覚障害者と健常者20人（抽選）
￥150円（保険料）
場 申2月3日㈬（必着）までに、電話かFAX、往復はが
きで教室名、住所、氏名、年齢、電話・FAX番号、障害
の程度を戸越体育館へ

9人制クラス別バレーボール大会
日2月21日㈰午前9時から
場総合体育館　他
種目／一般男子・女子
※家庭婦人の参加も可。
試合方法／クラス別トーナメント戦
※敗者戦あり。
￥1チーム12,000円、連盟登録チーム6,000円
主催／品川区バレーボール連盟
申2月10日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※主将会議は、2月17日㈬午後7時から総合体育館。

クラブカップ女子（硬式テニス）
日3月20日㈷午前8時45分受付
※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／女子ダブルス3本、トーナメント戦（6人編成）
人区内在住か在勤の方、連盟登録者20チーム（先着）
￥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3月13日㈰までに、費用を持ってスポーツ協会へ（2
月15日㈪を除く）

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）

　★2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 ｢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 ｢冬のダイヤモンドと星の最後の輝き｣ ④12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。　※①～③の前半は当日の星空解説。
※1月30日㈯、2月20日㈯・27日㈯の③は休止。2月13日㈯の③は星空ゼミ「木星」。
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｣ 2月
日2月20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

   3 天文講演会
　　「宇宙に第2の地球を探そう」
日2月27日㈯午後3時30分～4時50分
講師／成田憲保（国立天文台特任助教）
人小学5年生以上の方86人（抽選）
￥300円、小・中学生100円

   2 2月の天体観望会「冬の大三角」
日2月26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2月9日㈫、23は2月16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）・年齢を同センターへ
※定員に満たない場合は、1は2月12
日㈮、23は2月18日㈭午前10時か
ら電話受付（先着）。

共通

親子シート
もあるよ

●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。
※夏季期間（品川荘：8月6日㈯～16日㈫、光林荘：8月12日㈮～16日㈫）は繁
忙期です。2月29日㈪締め切りで抽選となります。
※光林荘は、7月4日㈪～7日㈭・21日㈭～31日㈰、8月1日㈪～11日㈷・17日㈬
～26日㈮は、小学校夏季施設などの利用により、一般の方は利用できません。
※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
8月分の受付／2月1日㈪より
※夏季期間（品川荘：8月6日㈯～16日㈫、光林荘：
8月12日㈮～16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！

問地域活動課☎5742－6687

各施設へお問い合わせください

　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

シルバーパスのお知らせ

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

★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
※祝日を除く。



● 健康センター・総合体育館コース型プログラム
● 環境大賞10周年イベント
● 品川区消費生活・社会貢献活動展

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　2月1日号

　

平成28年（2016）

1/21
1983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。

　軽自動車税は、毎年4月1日に所有し、登録のある軽自動車などに対して課
税されます。
　原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など登録されている全ての車両
について、28年度から新税率が適用されます。

① 27年3月31日までに新規登録された車両は、登録後13年を経過
するまで、旧税率が引き続き適用されます。
② 27年4月1日以降に新規登録された車両は、27年度から新税率
が適用されます。
③ 新規登録から13年を経過した車両（電気自動車などを除く）は、
28年度から重課税率が適用されます。対象となる車両は、14年
12月31日以前に新規登録された車両です。
④ 27年4月1日から28年3月31日まで新規登録された車両のうち、グリーン化特例対象車＊は、28年度分の軽自動車税について、軽課税率が
適用されます。

4
軽課税率

5
電気
自動車等

6
燃費基準
Ⅰ

7
燃費基準
Ⅱ

軽三輪 1,000 2,000 3,000

軽四輪

乗用
自家用 2,700 5,400 8,100

営業用 1,800 3,500 5,200

貨物
自家用 1,300 2,500 3,800

営業用 1,000 1,900 2,900

＊グリーン化特例対象車とは 4 軽課税率は

5 電気自動車および天然ガス自動車（平成21年度規制＋10％達成車）など 2 新税率を
おおむね75％軽減

6
燃費基準
Ⅰ

「平成17年度排出ガス規制基準値－75％」排出量達成車のうち
乗用は「平成32年度基準＋20％」達成車
貨物は「平成27年度基準＋35％」達成車

2 新税率を
おおむね50％軽減

7
燃費基準
Ⅱ

「平成17年度排出ガス規制基準値－75％」排出量達成車のうち
乗用は「平成32年度基準」達成車
貨物は「平成27年度基準＋15％」達成車

2 新税率を
おおむね25％軽減

！2020年

提供：日本ブラインドサッカー協会

輝 け 　2016年のパラリンピックリオデジャネイロ大会出場をかけ
た、ブラインドサッカー（視覚障害者5人制サッカー）アジア
選手権が昨年9月に国立代々木競技場フットサルコートで行
われました。日本代表はパラリンピック初出場をかけて戦い
ましたが、結果は4位に終わり出場はかないませんでした。し
かし、スタンドは観戦する人でいっぱいになるほどの盛り上
がり。ブラインドサッカーは音を頼りにプレーする競技で、
プレー中は静かにしなければならないため、訪れた多くの観
戦者は、視界が遮られているとは思えない選手たちの動きに、
感嘆の声を静かにあげていました。また、初めて試合を観戦
した方からは「想像以上だった」「また試合を見たい」という
声が聞かれました。

　パラリンピックは4年に1度、オリンピック終了後に同じ都
市で行われる障害者を対象にした大会です。回を重ねるごと
に大会レベルが高くなっており、世界最高峰の障害者スポー
ツ大会へと発展し、2012年ロンドン大会では、オリンピック
と変わらないほどの盛り上がりを見せ、多くの観客を魅了し
ました。2020年の東京大会では品川区内でブラインドサッ
カー競技が開催される予定です。
　区は、2月6日㈯に元サッカー日本代表の北澤豪氏やブライ
ンドサッカー日本代表選手などを招き、ブラインドサッカー
の魅力や可能性を探る講演会を開催します。他にも出前体験
教室やイベントでの体験コーナーの設置などブラインドサッ
カーに触れられる取り組みを継続的に実施しています。

No.6

28年度から
軽自動車税の税率が変わります

車種区分 新税率

原動機付自転車

50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円

軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円

雪上走行車 3,600円

小型特殊自動車
特殊作業用（フォークリフト他） 5,900円
農耕作業用 2,400円

車種区分 1 旧税率 2 新税率 3 重課税率
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪
乗用

自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

貨物
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

四輪などの軽自動車

税　に　関　す　る　お　知　ら　せ

問い合わせ 税務課税務係☎5742－6667

事業主の皆さんへ
28年度給与支払報告書の提出期限は2月1日㈪です
29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します
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いたします。

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。

※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。

28年度特別区民税・都民税（住民税）の
申告書は、2月2日㈫に発送予定です

2月16日㈫～3月15日㈫
申告書受付期間

問い合わせ 税務課課税担当（本庁舎4階☎5742－6663～6）

日2月6日㈯午後2時30分～4時30分（午後1時30分開場）
内講演「復興のためのハードとソフト～新たなまちづくりへの提言～」、
パネルディスカッション、パネル展示他
講師／屋井鉄雄（東京工業大学大学院教授）、山本正德（宮古市長）他
人200人（先着）
場参当日、直接きゅりあん（大井町駅前）へ
問宮古市都市計画課☎0193－68－9105、品川区総務課☎5742－6625

区は、災害時における相互援助協定を14年
に岩手県宮古市と締結しました。23年の東
日本大震災から間もなく5年。被災した宮
古市が復興事業を通じ、いつまでも住み続
けたい「まち」づくりについて公開討論会
を開催します。

ありがとう in みやこ

～東京フォーラム～

東日本大震災復興事業
情報発信
フォーラム

東日本大震災復興事業
情報発信
フォーラム

東日本大震災復興事業
情報発信
フォーラム


