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※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

◆スマホで品川散策　アプリ“しながわ巡り”で4つの楽しみ
スマートフォンとアプリで、しながわの情報へすぐにアクセスできます
◎しながわを歩く“おすすめルート”　◎四季折々のお知らせ“お出かけ情報”
◎GPS機能を使って周辺の“見どころ食べどころ”の検索　◎贈って喜ばれる“しながわみやげ”

しながわ観光マップや各国語版パンフレット「品川達人」などを
しなかんP

プ ラ ザ

LAZAなどの案内所で配布しています。

観るを
知るを
歩くを

歴史・まち並み・文化・味・技…
しながわの魅力を様々な形で
情報発信しています

しながわ観光協会☎5743－7642
文化観光課観光担当☎5742－6913

◆しなかんPLAZA
所在地 大井1－14－1大井1丁目共
同ビル1階　※大井町駅西口より区役
所通りを約300m。
運営 しながわ観光協会
開館日時 月～金曜日＝午前9時30分
～午後5時15分、土・日曜日＝午前10時～午後5時　※祝日休館。

◆品川宿交流館
品川宿のお休み処

どころ

、総合案内所です。
所在地 北品川2－28－19
開館時間 午前10時～午後4時
※月曜日休館。

◆しながわまちかど観光案内所
案内所として登録している商店街事務所や店舗、宿泊施設で来訪
者へ、まちの情報提供を行っています。

◆しながわ観光案内所
所在地 北品川1－2－6

（品川宿B
バ ー

ar  S
ス カ ラ

cala）
開館日時 土・日曜日、祝日＝午前
10時～午後4時

問い合わせ

◆ホームページで様々な観光情報を手に入れ、“しながわのまち”へ
http://www.sinakan.jp/  （しながわ観光協会ホームページ）
イベント、祭り、公演、社寺、まち並み・風景、文化財、花の名所、史跡、屋形船・釣り船、水族館、競馬場、
食べる、飲む、土産、博物館・美術館、古民家・近代建築、工芸・ものづくり、昔話・由来などを紹介し
ています。

1 城南五山めぐり第3弾  花房山
　～花房山通りから　 喜多能楽堂へ
歴史散策コース、城南五山のうち今回は花房山
に焦点を当てて散策します。
日3月5日㈯午前9時30分～正午
コース／五反田駅東口～森家上屋敷跡～花房山
桜並木～コロンビア大使館～大円寺（見学）～
聖アンセルモ教会～杉野記念館（見学）～喜多
能楽堂（見学）　※約2km。急な坂あり。
人16歳以上の方40人（抽選）
申2月18日㈭（必着）までに、往復はがき（1
枚4人まで）に ｢城南五山めぐり」とし、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

スマホで品川散策　アプリ“しながわ巡り”で4つの楽しみ

まち歩きに便利なマップや
パンフレットを無料頒布中

ホームページで様々な観光情報を手に入れ、“しながわのまち”へ

観光イベントに参加してみませんか？
2 東海七福神＆菜の花ウオーク
日3月15日㈫・17日㈭ ①午前9時～正午 ②午後1時～4時
コース（番号1564）／品川駅港南口～品川神社～養願寺～一心寺～荏原神社～品川寺
～勝島運河（菜の花＆桜）～天祖諏訪神社～磐井神社～大森駅　※約5km。
人各30人（先着）　￥各1,500円　※完歩証、ミネラルウオーター付き。
3 天王洲から巡る東京湾クルーズ
日3月26日㈯午前10時45分出港予定
コース（番号4373）／天王洲ヤマツピア（東品川1－39－21）～レインボーブリッジ
～勝どき橋～永代橋～お台場～天王洲ヤマツピア（約90分）
人80人（先着）　￥3,980円、小学生以下2,980円
※ミネラルウオーター付き。中学生以上はボディバッグ付き。
̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ 　̶ 2　 3　 共　 通　 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶
申祝日を除く月～金曜日の午前9時～午後5時30分か土曜日の午前9時～午後3時に、電
話でサンケイツアーズ☎5283－8250へ

アプリのダウ
ンロードはこ
ちらから

み

し

ある



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://）

2016年2月11日号2

27年度私立幼稚園など補助金の申
請は3月2日㈬までに
人27年度補助金の申請書を提出していな
い方
※保育料補助金は所得制限あり。
※途中入園や転入の方を含む。
申3月2日㈬（必着）までに、保育課で配
布している申請書を同課私立支援係（〠
140－8715品川区役所第二庁舎7階☎
5742－6723）へ郵送か持参
※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。
※28年4月に入園する方へは、入園後に通
園している私立幼稚園などを通じて申請書
を配布する予定です。

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
・27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
・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
・世帯員全員が住民税を滞納していない
助成金額／住民税課税世帯＝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

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

マンション建て替えなどに関する電話
相談窓口「住まいるダイヤル」開設
マンションの建て替えやマンション敷地売
却などに関する相談窓口を開設しています。
電話相談のうち、法律や制度などに関する
専門的な相談が必要な場合は、弁護士・建
築士による無料の対面相談も受けられます。
日月～金曜日午前10時～午後5時
※祝日を除く。
住まいるダイヤル相談電話／
0570－016－100、☎3556－5147

運営／住宅リフォーム・紛争処理支援センター
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777
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　児童センター・すまいるスクール合同卓球大会ふれあいリーグ2016

日3月12日㈯午前10時30分～午後4時
場総合体育館
内学年別・男女別の個人戦、交流試合、卓球教室
人小学生～高校生
申3月8日㈫までに、電話か直接平塚児童センター（平塚2－2－3☎3786－2228）、
東品川児童センター（東品川1－34－9☎3472－5806）、東中延児童センター（東中
延2－5－10☎3785－0419）へ

　しながわ水族館「小学生親子体験」参加者募集～イルカについて知ってみよう

日3月12日㈯午前10時～午後1時　
人区内在住か在学の小学5・6年生と親10組20人（抽選）
￥1組1,200円（入館料）
場申2月21日㈰（消印有効）までに、往復はがきに「小学生親子体験」とし、参加者
の住所・氏名（ふりがな）・年齢・生年月日・性別・電話番号を同館（〠140－0012
勝島3－2－1しながわ区民公園内）へ
※結果は、2月28日㈰までに送付します。
問同館☎3762－3433

　春の子ども環境学習講座「サピックス環境講座～いっしょに学ぼう！生物多様性」

ゲームや工作を通して生態系や生物多様性、環境問題について学びます。
日程 内容 対象

3月19日㈯ オオクワガタすごろくゲーム～生き物折り紙作り 小学1・2年生
3月20日㈷ 生物多様性カードゲーム～オリジナルカード作り 小学3・4年生
3月21日㉁ 海の生物のふしぎ～魚（乾燥）と貝（生）の解剖 小学4～6年生
※時間は午後2時～4時。
人各24人（抽選）
※小学2年生以下は保護者同伴。
場申2月22日㈪（必着）までに、往復はがきで講座名、希望日（第2希望まで）、参
加者全員の住所・氏名・学年・電話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☎5742－6533）へ

〠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

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

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 4/17㈰ 9:30～12:30

13:30～16:30
荏原保健
センター 4/ 2㈯ 9:30～12:30

内もく浴実習、講義「赤ちゃんとの生活」、
マタニティリラクセーション他
人区内在住で、初めての出産を控えた妊
娠22週以降のカップル24組（選考）
申3月10日㈭（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、希望日時（第
3希望まで）、2人の住所・氏名・電話番号・
Ｅメールアドレス、出産予定日をポピン
ズ品川区係（〠150－0012渋谷区広尾
5－6－6広尾プラザ5階）へ
●区ホームページ⇒「子ども・教育」⇒「妊
娠・出産」⇒「妊娠中のサービス」⇒「二
人で子育て（両親学級）土日開催」から
も申し込めます。
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016

　母乳相談

母乳の飲ませ方や、母乳育児のポイント
について、助産師の話を聞きながら子育
ての話をします。
日3月3日㈭午後3時10分～4時10分
人おおむね1・2カ月児の母親20人（先
着）
場申2月12日㈮から、電話で品川保健セ
ンター☎3474－2903へ

　品川区国保基本健診をお忘れなく !

生活習慣病の早期発見を目
的とした健診です。3月末
まで受診できます。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。
※品川区国民健康保険に加入している
40～74歳の方は、年度に1回無料で国
保基本健診を受診できます。
問国保医療年金課保健指導係
☎5742－6902

キ
リ
ト
リ
線

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。

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

キリトリ線

  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）

2月11日㈷
14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）

2月11日㈷

　　　藤川医院 大　井 7 －29－ 2 ☎3771－1764
　　　カナイ歯科クリニック 西五反田 6 －21－ 7 ☎3490－0351
　　　杉原歯科医院 平　塚 3 － 1 －15 ☎5498－1394
　　　滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496
　　　誠道館清水接骨院 小　山 2 － 6 －10 ☎3783－0685

2月14日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　ネバシデンタルオフィス 西五反田 1 －30－ 2 ☎3492－7418
　　　みちこ歯科医院 戸　越 1 － 3 － 8 ☎3782－0504
　　　根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
　　　上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

2月13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

2月20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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行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！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 

お知らせ！
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国民健康保険料の支払いは納期限ま
でにお願いします
納付書での支払いは、銀行・ゆうちょ銀行
などの金融機関、区役所、地域センター、
コンビニエンスストアをご利用ください。
毎月口座から自動的に引き落としされる口
座振替なら、支払い忘れの心配がありませ
ん。便利な口座振替をぜひご利用ください。
保険料の納期限・口座振替日／毎月末（月
末が休日の場合は翌月最初の平日）
口座振替申込方法／通帳と通帳届け出の
印鑑、国民健康保険の記号番号がわかる
もの（保険料の通知書・納付書など）、口
座振替依頼書を持って、ご利用の金融機関、
国保医療年金課、地域センターへ
●キャッシュカードと暗証番号を入力する
だけで口座登録できる、ペイジー口座振替
の受付も行っています（国保医療年金課窓
口のみ）。
問国保医療年金課収納係
（本庁舎4階☎5742－6678）

東品川シルバーセンター・東品川文
化センター休館のお知らせ
排水管耐震化工事などのため休館します。
また、休館期間前後の工事期間中も振動・
騒音などが発生する場合があります。
日3月1日㈫～6日㈰
問高齢者地域支援課シルバーセンター係
☎5742－6946、東品川文化センター☎
3472－2941

南大井在宅介護支援センター移転の
お知らせ
耐震改修工事の完了に伴い移転します。
移転日／3月1日㈫
移転先／南大井4－19－3
電話／5753－3902（変更なし）
問高齢者福祉課高齢者支援第二係
☎5742－6730

第139回高齢者と介護者のための料理
教室「脱ロコモ！～骨と筋肉を作る～」
日2月23日㈫午後1時30分～4時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人20人（先着）　￥600円
持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
申2月19日㈮までに、電話で荏原特別養護
老人ホーム☎5750－2941へ

おもちゃの病院が品川区消費生活・
社会貢献活動展に出張します
日2月13日㈯午前10時30分～午後3時30
分（受付は午後3時まで）
場きゅりあん（大井町駅前）
内壊れたおもちゃの修理
※修理に時間がかかる場合は預かります。
※消費者センターでの診察は休診です。
○2月13日㈯の消費生活電話相談はお休み
します。
問消費者センター☎5718－7181

品川＆早川ふるさと交流「マウント
しながわ」里山クラブ会員募集
山梨県早川町の通称「マウントしながわ」
を皆さんで手を加え里山再生活動や森林体
験をしてみませんか。
日年4回　※第1回は4月16日㈯・17日㈰。
内地元森林組合の指導により小道づくり、
下草刈り、間伐などの森林作業や里山を活
用した各種の体験を実施
人区内在住か在勤の18歳以上で、森林作
業・里山に興味のある山作業が可能な健脚
の方（選考）
￥1回7,000円程度
（1泊3食付き宿泊費・交通費込）
申2月26日㈮（消印有効）までに、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、
応募理由（森林作業への意欲など200字程
度）を地域活動課市町村交流担当（〠140
－8715品川区役所☎5742－6856）へ郵
送か持参

28年度食品衛生監視指導計画案の
公表、意見募集　　　　　　 　電子
日3月3日㈭まで
閲覧場所／生活衛生課（本庁舎7階）
※区ホームページからもご覧になれます。
●食品衛生監視指導計画案への意見を募
集します
申3月3日㈭（必着）までに、郵送かFAX
で住所、氏名、年齢、電話番号、意見を
生活衛生課食品衛生担当（〠140－8715
品 川 区 役 所 ☎5742－9139 Fax5742－
9104）へ

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2月12日㈮～26日㈮
審議案件／・東京都市計画地区計画の決
定（豊町四・五・六、二葉三・四、西大井
六丁目地区）【品川区決定】
・東京都市計画高度地区の変更【品川区決
定】
場・意見書の提出先・問都市計画課（本庁
舎6階☎5742－6760）

講座・講演
60代のバランス料理教室「毎日の食事
が10年後の元気につながる～沖縄料理」
日3月3日㈭午前11時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内ふチャンプルー、にんじんしりしり、アー
サーみそ汁、黒米入りごはん、沖縄風クレー
プ
人60歳代の方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3月1日㈫までに、電話で健康課健康づ
くり係☎5742－6746へ

しながわ認知症予防区民ファシリ
テーター養成講座
認知症予防プログラムの啓発、自主グルー
プ活動をサポートする方を養成します。
日3月8日㈫・15日㈫
午前10時～午後4時30分（全2回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内認知症予防プログラムの理解・進め方、
ファイブコグ検査の説明・体験など
人両日出席できる方20人（先着）
￥3,000円（教材費）
運営／シービー・シナガワ　　　　
申電話で、荏原保健センター☎3788－
7016へ

第26回三徳会 生と死をみつめる懇談会
日2月27日㈯午後2時～4時
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内「こころの健康からみた“終活”」
講師／飯森眞喜雄（精神科医）
人50人（先着）
申2月25日㈭までに、電話で成幸ホーム
☎3787－3616へ

手話講習会　受講生募集
●奉仕員養成講座　　
○入門課程
日6月13日～11月の月曜日（全18回）
午前クラス＝午前10時～正午
夜間クラス＝午後6時45分～8時45分
人手話の学習経験の無い方各30人（抽選）
○基礎課程
日6月13日～12月の月曜日（全23回）
午後クラス＝午後1時30分～3時30分
夜間クラス＝午後6時45分～8時45分
人初級・入門課程修了者で、日常会話に必
要な表現技術を学びたい方各30人（抽選）
●手話通訳者養成講座
○通訳Ⅰ課程
日6月16日～29年2月の木曜日（全30回）
午後1時30分～3時30分
人手話で自由な会話ができ、手話通訳者
をめざす方25人（選考）
選考試験／5月14日㈯午前9時45分
（表現・読み取り）
○通訳Ⅱ課程
日6月16日～29年2月の木曜日（全30回）
午後6時45分～8時45分
人基本的な手話通訳が行え、講習会終了
後、区の登録手話通訳者として活動が可
能な方20人（選考）
選考試験／5月14日㈯午後1時15分
（表現・読み取り・国語）
――――――――　共　通　――――――――
開講式／6月11日㈯午前10時
￥奉仕員養成講座＝各3,000円程度、手話
通訳者養成講座＝各5,000円程度（テキス
ト代）
募集要項・申込用紙配布場所／心身障害
者福祉会館、障害者福祉課（本庁舎3階）、
地域センター、文化センター、図書館など
場申3月31日㈭（必着）までに、募集要項
を確認のうえ、申込用紙と返信用はがきを
心身障害者福祉会館（〠142－0064旗の
台5－2－2☎5750－4996）へ郵送か持参

消費生活教室 ｢乳酸菌・乳酸発酵を
知って腸内環境に役立てよう！｣
日3月1日㈫午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／竹森美佐子（みんなの食育代表理事）
人40人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－7181へ

シニアクラブ
　4月から介護予防をはじめませんか 
毎日の生活の中で必要な筋力をつけて転倒を防いだり、動作が軽くなる
ための体操をします。筋力をアップして外出の機会を増やしましょう。
日4～9月（全24回　＊は全12回）
人区内在住で、転倒の危険など心身に不安のある65歳以上の方（抽選）
※原則介護認定を受けていない方。
￥①②③各4,800円（＊2,400円）④9,600円　
※③は昼食代別（1回600円）。
申2月26日㈮までに、本人が電話で希望の会場へ
※申し込みは1人1コースのみ。
問高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

①身近でトレーニング（2時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

荏原在宅サービスセンター（荏原2－9－6☎5750－3708） 土 13:30 20人

中延在宅サービスセンター（中延6－8－8☎3787－2137）
月 15:20

各
12人金

13:30
15:20

戸越台在宅サービスセンター（戸越1－15－23☎5750－1052） 水
9:00 各

20人10:30
西大井在宅サービスセンター（西大井2－4－4☎5743－6125） 水 10:00 15人
大崎在宅サービスセンター（大崎2－11－1☎3779－3547） 木 13:30 12人

東品川在宅サービスセンター（東品川3－1－8☎5479－2946）
水
11:15 各

10人土

②マシンでトレーニング（2時間程度）
会場 曜日 開始時間 定員

西五反田在宅サービスセンター（西五反田3－6－6☎5434－5608） 木
9:30 各

8人13:30
東品川在宅サービスセンター（東品川3－1－8☎5479－2946） 月 11:15 10人
デイサービスセンタードゥライフ品川
（南品川5－3－10☎3450－8136） 火 13:00 10人

八潮在宅サービスセンター（八潮5－10－27☎3790－0344） 水 15:00 10人
南大井在宅サービスセンター（南大井5－19－1☎5753－3900） 木 15:30 12人
③予防ミニデイ（4時間程度）

会場 曜日 開始時間 定員

西大井在宅サービスセンター（西大井2－4－4☎5743－6125） 第2・4
日＊ 10:00 15人

デイサービスセンター八潮陽だまり
（八潮5－2－2☎3799－3077）

第1・3
土＊ 10:30 25人

西五反田在宅サービスセンター（西五反田3－6－6☎5434－5608） 土 10:00 15人
南大井在宅サービスセンター（南大井5－19－1☎5753－3900） 日 10:00 50人
④水中トレーニング（2時間程度）

会場 曜日 開始時間 定員

南大井在宅サービスセンター（南大井5－19－1☎5753－3900）
水

9:00
各
4人10:00

土 10:00

＊全12回
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どんな役割？
地域住民の立場に立って、福祉に関する相談に応じ、必要な支援が受けられるよう、
関係機関へとつなぐパイプ役です。区や社会福祉協議会、在宅介護支援センター、児
童センター、児童相談所などの関係機関と連携しています。ボランティアとして活動
しており、報酬や給与はありません。

どんな人がなるの？
町会長・自治会長から推薦された、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意の
ある方です。区や都の審査を経て、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され
ます。

児童委員、主任児童委員とは？
民生委員は児童福祉法に定める「児童委員」を兼ねています。また、民生委員・児童
委員の中から選ばれた「主任児童委員」は、民生委員・児童委員、学校、児童相談所
などと連携しながら、子どもや子育てに関する支援を専門に担当しています。

区では、約300人の民生委員・児童委員が、誰もが安心して生活できる地域づくり
のために、地域住民の身近な相談相手として、日々活動しています。

ご存じですか 
民生委員・児童委員民生委員・児童委員

問い合わせ／福祉計画課民生委員担当☎5742－6708

どんな活動をしているの？
受け持ち区域の方の相談を受けたり支援活動を行って
います。品川区の民生委員は「高齢者相談員」「児童
相談員」も兼務し、高齢者宅の訪問、子どもたちの見
守りなどを行っています。また、高年者懇談会の企画・
運営、学校訪問、地域行事への参加なども行っていま
す。

任期は？
任期は1期3年です（次の改選は28年12月です）。1期
ごとに改選し、委嘱されます。再任が可能です。

相談したいのだけど…
民生委員には受け持ち区域があります。お住まいの地
域を担当する民生委員については、福祉計画課にお問
い合わせください。

●マイナンバーの利用開始に伴い、窓口での申請方法が変わりました
○社会保障の申請書や、税の申告書関係の書類などにマイナンバー（個人番号）の記
入が必要になります。また、転入や転居の届け出には、引っ越す方全員の個人番号カー
ドか通知カードが必要となります。

手続き例／国民健康保険・介護保険・児童手当・障害のある方・生活保護・予防接種
などの手続き　※マイナンバーを記載する申請書・申告書等の一覧は区ホームページ
からご覧いただけます。

マイナンバーの記入が必要な書類などを提出する際は、身元確認と個人番号確認
を行います（代理人の方が手続きする場合は委任状などが必要です。事前にお問
い合わせください）。

•個人番号カードを持っている場合

•個人番号カードを持っていない場合
※身元確認書類は、顔写真つきのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。

●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
　マイナンバー総合フリーダイヤル（国） 0120－95－0178
●個人番号カードに関して　
　戸籍住民課個人番号カード担当 ☎5742－6658
●区内の制度推進に関して　
　情報推進課番号制度担当 ☎5742－6619

問い合わせ

●個人番号カード申請から受け取るまでの流れ

マイナンバー
のお知らせ

通知カード・個人番号カード交付申請書受け取り

交付通知書と予約案内書受け取り
＜区から郵送＞

品川区マイナンバー・コールセンター
0570－66－6825か

インターネット特設サイトで受け取りの予約

通知された交付場所で受け取り
持ち物／交付通知書、通知カード、本人確認書類（運転免許証、
パスポート、住民基本台帳カードなど）

個人番号カードの申請方法
次の３つの方法があります

同封の返信
用封筒で郵
送申請

申請書のバーコー
ドを読み取り、ス
マートフォンやパ
ソコンから申請

区役所第二庁舎3階設
置「マイナンバーカー
ド申請機能付証明写
真機」（有料）から申
請（申請書持参）

個人番号確認（裏面）

個人番号確認
（通知カードか住民票（マイナンバー付き）など）

身元確認（表面）

身元確認
（運転免許証やパスポートなど）

個人番号カード
1枚でOK!

東京都民生委員・児童委員
キャラクター「ミンジー」

み
ほ
ん

み
ほ
ん

み
ほ
ん

み
ほ
ん
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28年度（27年分）の
特別区民税・都民税（住民税）
の申告受付が始まります
「平成28年度　特別区民税・都民税申告書」は、2月2日㈫
に発送しました。
※前年の実績を基に発送しています。届いていない方で必要な方はご連
絡ください。

◆28年1月1日現在、品川区にお住まいの方は品川区に
申告書の提出が必要となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、住民税の申告は不要です。

○税務署に所得税の確定（還付）申告をする方　
•給与所得者で給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
•勤務先で年末調整をしていない場合
•医療費控除・寄附金控除など控除の追加により所得税の還付が
生じる場合
○給与所得のみで、勤務先から品川区へ給与支払報告書の提出が
ある方
※提出の有無は勤務先にご確認ください。
○区内の申告納税者の控除対象配偶者や被扶養者で収入がなかっ
た方

【年金所得者の申告不要制度】
公的年金等の収入の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万
円以下の場合は、確定申告をする必要はありません（所得税の還付があ
る場合は、税務署へ確定申告してください）。ただし、公的年金等の源
泉徴収票に記載された控除以外に控除を受ける場合と20万円以下の他
の所得がある場合は、住民税の申告が必要です。　

●個人の方
e-Tax（国税電子申告・納税システム）では、自宅からインターネッ
トを利用して確定申告ができます。
●e-Taxで申告された還付申告は早期処理しています。
●詳しくは、e-Taxホームページ www.e-tax.nta.go.jp/をご覧くだ
さい。　
問e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 0570－01－5901

●事業所の方
eLTAX（地方税ポータルシステム）では、事業所などのインターネットを
利用して給与支払報告などの手続きができます。
●複数の地方公共団体への申告を1回のデータ送信で行うことができます。
●eLTAX用の無償ソフト「PC desk」やeLTAX対応の市販の税務会計ソフト
で、申告書が作成できます。
●詳しくは、eLTAXホームページ www.eltax.jp/をご覧ください。
問eLTAX地方税ポータルシステムヘルプデスク 0570－081459

e-Tax（イータッ
クス ）・eLTAX（エルタッ

クス ）をご利用ください

ボランティア募集
品川区地域貢献ポイント事業

さわやかサービス協力会員募集

●手作業の補助
高齢者施設で補助をします。
日最終週の月～金曜日14:45～15:15
場仁済デイサービスセンター大井
（大井1）
●園芸　水やり　ポ
高齢者施設でテラスの花壇や食堂
内の植物への水やりをします。
日月・水・金曜日9:30～11:30
場中延特別養護老人ホーム（中延6）
●麻

マージャン

雀ボランティア
高齢者施設で利用者と一緒に麻雀
をします。
日月・金曜日13:00～18:00で応相談
場デイサービスセンター大森
（南大井6）

●トレーニング補助　ポ
高齢者施設でトレーニングマシー
ンの操作や説明・補助をします。
日木曜日14:30～17:30
場南大井在宅サービスセンター
（南大井5）
●お茶の準備と片付け　ポ
高齢者施設で午後のおやつ時のお
茶入れと片付けをします。
日火・水・金・土曜日13:30～15:30
場大井在宅サービスセンター（大井4）
●将棋の相手　ポ
高齢者施設で将棋の相手をします。
日月・火・木・金・日曜日
14:00～15:00
場かえで荘（八潮5）

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

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

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

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

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

人18歳以上の方（福祉車両の運転は登録時69歳以下）
謝礼／1時間800円（交通費支給）
【協力会員募集説明会】
日2月20日㈯午前10時～11時
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ
※協力会員登録時に年会費1,000円が必要です。

ポ

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

暮らしの中でのちょっとした心づかいがボランティアの始まりです。
できることから始めてみませんか。高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定するボ

ランティア活動1回につき、1ポイントを差し上げていま
す（年間50ポイント上限）。ためたポイントは区内共通商
品券への交換か、福祉施設などに寄付ができます。事前
にボランティアセンターや対象施設などで申し込みが必
要です。　※登録者には「はつらつカード」を発行します。
人区内在住でおおむね60歳以上の方
対象施設／区が指定する高齢者施設、障害者施設など
（さわやかサービス、ほっと・サロン、支え愛・ほっとステー
ションでの活動も含まれます）

☆オレンジ色のはつらつカードをお持ちの方は
ポイントを交換してください。
○昨年12月までの活動でためたポイントを交換
しています。必ず期限までに交換してください。
※50ポイントたまっていなくても交換できます。
交換期間／／2月29日㈪まで
午前9時～午後5時　※日曜日、祝日を除く。
交換方法／／オレンジ色の「はつらつカード」と
印鑑を持って品川ボランティアセンター（大井1
－14－1）へ

※詳しくはお問い
　合わせください。

問い合わせ／税務課課税担当☎5742－6663～6

●受付期間／／2月16日㈫～3月15日㈫
※この期間は日曜日も受け付けます。
※郵送で提出もできます。

●受付時間／／午前8時30分～午後5時
※火曜日は午後7時まで。

●受付場所／／月～金曜日：141会議室（本庁舎4階）
※火曜日午後5時～7時、日曜日は税務課窓口（本庁舎4階）。

よくある質問
去年は収入がありませんでした。
住民税の申告は必要ですか？

住民税の申告をしてください（区内の申告納税者の控除対象
配偶者や被扶養者の方は不要）。申告がないと、国民健康保険

料の算定や、その他行政サービスを受ける際に影響が出る場合が
あります。

所得がいくらまでなら、住民税はかからないのですか？
いくらまでなら家族の扶養に入れるのですか？

被扶養者がいない場合、合計所得が35万円以下の方は、非課
税となります。

合計所得35万円以下とは

合計所得 給与収入 公的年金収入
（65歳未満の方）

公的年金収入
（65歳以上の方）

非課税となる基準
（扶養親族がいない場合）35万円以下

100万円
以下

105万円
以下

155万円
以下

また、合計所得が38万円以下の方は、税法上の被扶養者となるこ
とができます。

合計所得38万円以下とは

合計所得 給与収入 公的年金収入
（65歳未満の方）

公的年金収入
（65歳以上の方）

被扶養者となれる基準
（家族の扶養に入るこ
とができる）

38万円以下
（被扶養者
の方）

103万円
以下

108万円
以下

158万円
以下

答

答
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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憧れのスタンダードナンバーを歌おう
日2月12日㈮、3月11日㈮
午前11時～午後0時30分（全2回）
※全3回のうち2回目からの途中入会。
人8人（先着）　￥3,600円
②社交ダンス＜入門＞
日2月14日～3月20日の日曜日
正午～午後1時15分（全4回）
※全8回のうち5回目からの途中入会。
人24人（先着）　
￥4,800円
③書と遊ぶ
日2月16日～3月15日の火曜日
午前10時～11時45分（全5回）
※全10回のうち6回目からの途中入会。
人20人（先着）　
￥6,500円（テキスト代別）

④やさしい九星気学・推命講座＜入門＞
日2月16日～3月29日の火曜日
午前10時30分～正午（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（テキスト代別）
⑤ガーシュインの音楽と生涯
日2月20日㈯午後5時～7時
人12人（先着）　
￥2,000円
――――――――　共　通　――――――――
場申電話で、メイプルセンター（西大井駅
前☎3774－5050）へ

ＮＴＴ東日本関東病院　もしもし医学
セミナー「すい臓・胆道疾患について」
日3月5日㈯午後2時～4時
内「すい臓がん」「すい炎」「胆石」
人170人（先着）
場申2月12日㈮から、月～金曜日の午後
1時～3時に、電話で同病院（東五反田5－
9－22☎3448－6651）へ
問健康課☎5742－6744

講演会と住宅の個別相談会
日2月27日㈯
場荏原文化センター（中延1－9－15）
●講演会「知っておきたい土地・建物の相
続と登記第2弾」
時間／午後1時～2時
講師／大﨑慎一（司法書士）
人40人（先着）　参当日、直接会場へ
●専門家（司法書士・弁護士・ファイナン
シャルプランナー）による住宅相談会
時間／午後2時15分～4時15分（1人30分）
人9人（先着）
申2月26日㈮までに、電話で木密整備推進
課木密整備担当☎5742－6779へ
※空きがあれば、当日直接相談も可。

催　し

品川清掃工場見学会
日2月27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2月25日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

「第5回ウーマンズビジネスグランプリ
2016in品川」観覧者募集
女性起業家のためのビジネスプランコンテ
スト、決勝プレゼンテーションです。
日2月28日㈰午後1時30分～5時
（午後0時45分開場）
場品川産業支援交流施設（北品川5－5－
15）
内ファイナリスト8人によるプレゼンテー
ション、表彰式（終了後交流会有り・参加
費2,000円）
人100人（先着）
観覧方法／2月27日㈯午後6時までに、電
話で武蔵小山創業支援センター☎5749－
4540へ
※ www.musashikoyama-sc.jp/から
も申し込めます。

　●講座・講演

〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699
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　温泉ハイキング「弘法山＆鶴巻温泉」

富士山や相模湾を望みながら尾根道を歩く弘法大師ゆか
りの山を楽しんだ後は、疲れた体を癒す温泉を楽しみま
せんか。
日3月6日㈰午前8時30分～午後3時
※新宿駅集合・現地解散。
場秦野・弘法山、鶴巻温泉（弘法の里湯）
人10km程度歩ける健康な方30人（抽選）
￥2,000円、小・中学生1,000円（復路交通費別）
主催／品川区キャンプ協会
申2月18日㈭（必着）までに、はがきかFAXに「温泉ハ
イキング」とし、参加者全員の住所・氏名・年齢・電話
番号をスポーツ協会へ

　ジョガー応援プログラム
　はつらつジョギング講座＆楽しい健康体操
日3月17日㈭午前9時～11時　場総合体育館
人18歳以上の方50人（抽選）
￥530円（保険料込）
持ち物／運動できる服、上履き、タオル、飲み物
申2月29日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、住
所、氏名、年齢、性別、電話番号をスポーツ協会へ
●ジョギングをする時に、総合体育館の施設が利用でき
ます。利用方法など詳しくは、スポーツ協会ホームペー
ジ www.ssa-or.biz/をご覧いただくかお問い合わせ
ください。

　3月志賀高原スキー教室
日3月18日㈮午後10時～21日㉁午後9時頃（大井町駅
前集合・解散、往復バス、車中1泊、ホテル2泊）
宿泊／ビワ池ホテル　
人16歳以上の方40人（先着）　※年齢は28年3月現在。
￥35,000円（3朝食2夕食付き）　
※2人1部屋希望の場合は、1人4,000円増し。2人同時
に申し込みが必要。
申3月8日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ（2月
15日㈪を除く）

　シルバー水泳教室
日4月12日～6月7日の火曜日
午前11時30分～午後1時（全8回）　※5月3日㈷は除く。
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
人60歳以上で健康な方50人（抽選）
￥1,840円（保険料込）
申2月28日㈰（必着）までに、往復はがきで教室名、住
所、氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ
※説明会は、3月15日㈫午前10時から総合体育館。
※後日、過去1年以内の健康診断結果の写しを提出。

　バドミントン教室
日3月13日㈰午前10時～午後5時
内初級～上級者のクラス別指導
講師／松本徹（ＮＴＴ東日本バドミントン部元選手）
￥1,000円、小・中学生500円（保険料込）
※小学生は、保護者同伴。
主催／品川区バドミントン協会
場参当日、ラケット・上履き・費用を持って戸越体育館へ

　第22回マスターズ9人制バレーボール大会
日3月13日㈰午前9時から　場総合体育館
試合方法／ブロック別トーナメント戦　※敗者戦あり。
人男子の部＝45歳以上、女子の部＝50歳以上
￥1チーム6,000円（保険料込）
申3月2日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ（2月
15日㈪を除く）
※主将会議は、3月9日㈬午後7時から総合体育館。

レッツ スポーツ

教室名 コース 対象 曜日 時間 回数
（回）

参加費
（円）

定員
（抽選） 会場

休日夜間 Ｐ1 55～70歳 日 17:30～18:30
各
20

各
15,000

各
20人 日野学園温水プール

（東五反田2－11－2）Ｐ2

18～65歳

18:30～19:30

一般夜間

Ｑ 木

19:30～21:00

10人

ＳＱ 水 各
21

各
15,750

各
20人

品川学園温水プール
（北品川3－9－30）

ＹＱ 火 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

遊水歩行＊1 Ｗ 40歳～ 月（第3除く） 11:30～13:00 9 6,750 10人

日野学園温水プール

女性

Ｌ 16＊2～65歳 火 9:30～11:00 12 9,000 各
20人Ｎ1 木 各

14
各

10,500Ｎ2 50～70歳 11:30～13:00 10人

ＨＫ
16＊2～65歳

水
9:30～11:00

8 6,000 15人 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

ＥＭ 金 17 12,750 各
10人

荏原文化センター
（中延1－9－15）

パワフルアクア ＴＱ 18～65歳 火 19:30～21:00 20 15,000

戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23）

エンジョイ＊1 ＴＵ 16＊2～70歳女性
水

9:30～11:00 各
12 各9,000 20人

スイスイスイム ＴＫ 40～70歳女性 11:30～13:00 10人
シニア健康＊1 ＴＷ 60歳～

13:30～15:00
21 15,750 各

20人みんな元気 ＴＭ 60～75歳 金 16 12,000
水中運動健康 ＴＹ 16歳＊2～ 木 12 9,000 15人
高齢者＊1 ＴＳ 50～70歳 火 11:30～13:00 11 8,250 10人
みんなの水泳 ＴＰ 16＊2～65歳 第1・3・5土 9:30～11:00 12 9,000

各
20人

八潮健康 ＹＷ 50歳～ 金 11:30～13:00 11 8,250 八潮学園温水プール　
ゆうゆう健康＊1 ＨＵ 木 13:30～15:00 9 6,750

豊葉の杜学園温水プールアクアジョイ＊1 ＨＱ 16＊2～65歳 金 19:30～21:00 23 17,250
アクアマスターズ H X 水 21 15,750 15人
＊1  水中運動含む　＊2  年齢は29年3月現在

　水泳教室
日4～10月　￥参加費のほか年間登録費2,000円（保険料込）　主催／品川区水泳連盟
申2月20日㈯（必着）までに、往復はがきに教室名、コース、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、泳力（クロール
で何ｍ）をスポーツ協会へ　※学校在籍者以外の方には後日、健康診断などの結果票を確認させていただきます。

　第46回品川区水泳記録会
日3月27日㈰午前10時から
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
￥1種目400円（1人3種目まで）
主催／品川区水泳連盟
申3月9日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会
へ（2月15日㈪を除く）
※参加者全員に記録証を授与。
※大会記録に挑戦するチャレンジレースがあり
ます（当日受付）。

（単位：ｍ）
種目

対象 自由形 平泳ぎ 背泳ぎ バタ
フライ

個人
メドレー

小学1・2年生 25 25 25 25 100
小学3・4年生 25・50 25 25 25 100
小学5・6年生 25・50・100 50 50 50 100
中学生 50・100 100 100 100 100
高校生 50・100 100 100 100 100
一般 25・50 25 25 25 100
無差別 400 ― ― ― 200
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税税のたより
問品川税務署☎3443－4171　荏原税務署☎3783－5371
　国税庁ホームページ www.nta.go.jp/

●27年分確定申告書の提出・納付期限
所得税及び復興特別所得税・贈与税…3月15日㈫
個人事業者の消費税及び地方消費税…3月31日㈭
●パソコンを使って申告書の作成ができます
確定申告書は、自宅のパソコンを使って国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」で作成することができ、e-Taxによりインターネットで
送信するか印刷して郵送などで提出することもできます。
●税務署に来署して申告書を作成される方へ
申告書作成会場の利用時間：午前8時30分～午後5時
※職員などによる申告書作成のアドバイスは午前9時15分から行います。
相続税の相談は行いません。

宮古市・富岡町を指定して集められた義援金は、引き続き受け付けますので総務課・
福祉計画課（☎5742－9125）までお問い合わせください。

東日本大震災被災地（岩手県、宮城県、福島県、茨城県）への義援金受付
（28年3月31日㈭まで）　※振込先は、ホームページまたは電話でご案内しています。
日本赤十字社 ☎3438－1311

ご支援・ご協力ありがとうございました
義援金総額（2月1日現在）261,226,498円
2月1日現在、259,163,520円を岩手県宮古市（120,500,000円）・福島県富岡
町（120,500,000円）・宮城県（10,500,000円）・日本赤十字社（7,663,520円）
へ届けました。今後も順次被災地に届けていきます。
問総務課☎5742－6625

 事業者・起業者向け相談案内 ※祝日を除きます

相談内容 曜日 時間 場所・予約先
企 業 法 務 相 談 第2・4㈭ 10:00～12:00

商業・ものづくり課
（中小企業センター2階）
☎5498－6333へ予約

特 許 相 談 第2・4㈮ 10:00～12:00

国 際 ビ ジ ネ ス 相 談 第1～4㈬ 9:00～17:00

経 営 相 談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 商業・ものづくり課
☎5498－6334へ予約創 業 相 談 ㈪～㈮ 9:00～17:00

社会保険労務士相談 第3㈬ 18:00～21:00 武蔵小山創業支援センター
（小山3－27－5）
☎5749－4540へ予約行政書士による法務相談 最終㈭ 14:00～17:00

早春の文化財めぐり
東五反田・上大崎の文化財を訪ねる
日3月5日㈯午前9時30分～午後0時30分
※小雨決行。
コース／五反田駅西口～清泉女子大学～
本立寺～雉子神社～ねむの木の庭～池田
山公園～芝増上寺子院群～高福院～誕生
八幡神社～目黒駅　※約5km。
人100人（抽選）　￥50円（保険料）
申2月22日㈪までに、往復はがきに「文化
財めぐり」とし、希望者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号を庶務課文化財係（〠140
－8715品川区役所☎5742－6839）へ

第236回日曜コンサート
日2月21日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／シューマン作曲「幻想小曲集　作品
73」他
場・観覧方法・問当日、中小企業センター
3階レクホール（西品川1－28－3☎3787
－3041）へ

品川＆早川ふるさと交流「冬のナイ
トハイクプラン　野生動物を探そう」
ガイドと一緒にナイトサファリに出かけま
す。夜の森をサーチライトで照らして、生
きものを探します。
日3月2日㈬～31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9人
￥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、事前申請により年度内
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

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
親子で、楽しく、牛乳パックのリサイクル
過程を追いかけ、取材しましょう。
日3月29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）、
丸富製紙沼津工場（静岡県沼津市）など
人区内在住で、リサイクルに関心のある小
学4年生以上の親子35人（抽選）
持ち物／洗った牛乳パック
※昼食は各自。
申2月26日㈮（必着）までに、電話かはが
き、FAXで参加者全員の住所・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

城南ふれあいフォーラム5
「まちづくり　変えてはならないこと　変
えねばならないこと」と題し、まちづくり
の歴史事例の紹介とフリートーキングを行
います。どなたでも参加できます。
日2月27日㈯午後1時30分から
場東京工業大学蔵前会館（目黒区大岡山
2－12－1）
申2月20日㈯までに、FAXかＥメールで講
演会名、住所、氏名、年齢、電話番号、
参加人数を日本建築家協会城南地域会
（Fax050－3737－5900 bureau@jia-
johnan.jp）へ
○電話での申し込み・問い合わせは建築課
事務調査係☎5742－6767へ。

日毎週木曜日　
内お楽しみプログラム（健康体操・カラオケ）と入浴
人区内在住で、自分の身の回りのことができる65歳以上の方
※はじめての方は健康保険証などをお持ちください。「出会いの湯カード」を浴
場で発行します。　※2回目からは「出会いの湯カード」をお持ちください。　
※浴場が休業している場合は、他の浴場をご利用ください。
問健康課健康づくり係☎5742－6746

名称 住所 電話番号 始まる時間
①海水湯＊1 東品川1－36－11 3471－3926 午後2時
②吹上湯 北品川1－25－12 3471－3726 午後2時
③天神湯 北品川2－23－9 3471－3562 午後2時
④記念湯 西品川2－9－8 3491－8920 午後2時
⑤宮城湯＊1 西品川2－18－4 3491－4856 午後2時30分
⑥松の湯 西五反田6－18－3 3491－6667 午後2時30分
⑦高松湯 上大崎3－5－4 3441－8602 午後3時
⑧金春湯 大崎3－18－8 3492－4150 午後2時30分
⑨万福湯 大崎4－2－3 3491－2409 午後2時
⑩水神湯 南大井6－9－10 3761－1425 午後2時
⑪末広湯 大井1－42－4 3777－7084 午後2時
⑫東京浴場 大井2－22－16 3771－4959 午後2時
⑬みどり湯 西大井1－7－26 3774－0744 午後2時
⑭ピ－ス湯 西大井6－15－16 3772－5281 午後2時30分
⑮武蔵小山温泉＊1 小山3－9－1 3781－0575 午前11時
⑯東京浴場 小山6－7－2 3781－1018 午後3時
⑰福井湯 平塚3－13－10 3781－6743 午後3時
⑱恵比寿湯 荏原5－11－2 5702－4158 午後2時30分
⑲戸越銀座温泉 戸越2－1－6 3782－7400 午後2時
⑳松の湯 戸越6－23－15 3783－1832 午後2時
㉑金春湯 中延3－13－16 3781－0543 午後3時
㉒星の湯 中延6－1－10 3781－1918 午後2時
㉓富士見湯 東中延1－3－8 3782－6120 午後2時30分
㉔八幡湯 西中延3－15－8 3781－0265 午後2時
㉕錦湯 旗の台1－2－17 3781－8618 午後2時
㉖新生湯 旗の台4－5－18 3781－3476 午後2時30分＊2
㉗中延記念湯 旗の台4－11－2 3781－3095 午後2時
㉘大盛湯 二葉2－4－4 3788－8477 午後2時
＊1　①⑤⑮は木曜日が祝日の場合に「出会いの湯」が休みになります。 
＊2　㉖は木曜日が祝日の場合に始まる時間が午後2時に変更となります。

　　「しながわ出会いの湯」
みんなで楽しく、心と体の健康づくり

簡単で安心できる仕事で収入を得ませんか。シルバー人材センターは、高齢者の生
きがいづくりと社会参加を応援しています。
●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。
○その他にも様々な仕事がありますので、お問い合わせください。
仕事内容／家事援助、清掃、軽作業、宛名書き、施設管理、草取りなど
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
申月～金曜日の午前8時30分～午後5時15分に、シルバー人材センター本部（北品
川3－11－16）、同荏原支部（荏原2－16－18）、同東大井支所（東大井1－4－14）
で説明を受け、申込書を提出
問シルバー人材センター本部☎3450－0711

シルバー人材センター会員募集シルバー人材センター会員募集
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日2月13日㈯　場スクエア荏原イベントホール（荏原4－5－28）
第1部 午後0時30分開演（午前11時30分開場）
元宝塚歌劇団男役五月梨世を座長とした日本舞踊ライブショー
￥2,000円（区民以外4,000円）　申電話で、S－NTKへ
第2部 午後2時～6時（入場自由）
区の魅力を語るトークショー、区内商店や各種団体による飲食物販売、各種体
験教室（150～500円）など
○歌舞伎体験教室（12人先着・500円）は、事前に電話でS－NTKへの申し込
みが必要です。
問S－NTK☎080－8918－6791
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認定事業



● いま、品川区では。
● 品川区セーフティアップ運動
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品川区は、サービス精神、
チャレンジ精神、新感覚
でイメージアップ運動を
進めています。

12月7日㈪、大崎駅西口バスターミナル（大崎2）の運
用が開始。大崎と大阪、名古屋、新潟、仙台方面を結ぶ
高速バスの運行などが始まりました。今後は、より多く
の都市へと結ぶ路線の乗り入れを推進していきます。

大崎駅西口バスターミ
ナル運用開始

12月14日㈪、区役所で「品川区マスコット防犯PR活動
事業協定書調印式」を実施。区の防犯マスコット“しな
ぼう”と区内12団体のマスコット16体が参加。地域住
民の防犯に対する意識啓発を効果的に推進していきます。

品川区マスコット防犯PR
活動事業協定書調印式

12月5日㈯、区内各地区で大地震の発生を想定した防災
訓練を同一時間で一斉に実施。災害時の連携・協力体
制を強化することが目的で、区民9,203人、区職員など
813人が参加しました。

区内一斉防災訓練を
実施

1月11日㈷、きゅりあんで成人式記念式典が開催され、
新成人約1,500人が参加。実行委員会が企画した“タイ
ムトラベルビンゴ！”などを実施。小・中学校の恩師と
の再会コーナーでは、思い出話に花を咲かせていました。

成人式記念式典～
二十歳だヨ！全員集合

12月1日㈫、小山台小学校で給食を通じて国際交流を図
る「グローバル給食」を開催。5年生とタイ王国大使館
の公使参事官と職員5人が交流しました。タイ語で「ア
ロイ（おいしい）」と言い給食を頬張る児童もいました。

小学生とタイ大使館職員が
「グローバル給食」を堪

た ん の う

能

12月10日㈭、浜川小学校の体育の授業でFC東京のサッ
カー教室が同校4・5年生124人を対象に行われました。
FC東京普及部のコーチ陣が講師を務め、2人1組や試合
形式でのワークショップを行いました。

FC東京のサッカー教室
浜川小学校で実施

12月10日㈭、品川産業支援交流施設で区長とのタウン
ミーティングを開催。区内の女性経営者と「子育て支援」
「行政情報の必要性」などについて意見交換が行われ、
濱野区長は提案に耳を傾けていました。

第2回区長とのタウン
ミーティングを開催

12月2日㈬、きゅりあんで「講演と映画のつどい」を実施。
「人権尊重都市品川宣言」22年間の啓発活動の歩みを
交えた濱野区長の挨拶の後、アルピニスト野口健氏によ
る講演などが行われ、人権の大切さを訴えました。

人権週間「講演と映画
のつどい」

健康・生きがいフェスタ

12月11日㈮、スクエア荏原で「健康・
生きがいフェスタ2015」を開催。基調
講演「人生は二幕目がおもしろい」のほ
か、演奏など自主サークルによる日頃の
活動の披露が行われました。

マイナンバー証明写真機を設置

12月1日㈫、区役所にマイナンバー（個
人番号）カードの申請ができる証明写真
機を設置。「個人番号カード」の申請に必
要な「証明写真撮影」と「個人番号カー
ド交付申請」が行えます。

「伊達直人」から商品券

12月24日㈭、区役所に「伊達直人（漫
画「タイガーマスク」の主人公）」を名
乗る差出人から3万円分の商品券が届け
られ、児童養護施設品川景徳学園（旗の
台5）に寄贈されました。

核実験に対する抗議文を送付

1月7日㈭、濱野区長は朝鮮民主主義人民
共和国国防委員会第一委員長の金

キムジョ ン ウ ン

正恩
氏に、核実験の即時中止と恒久平和の実
現を目指すことを望む抗議文を送付。1
月6日㈬の核実験に抗議したものです。

しながわ
写真ニュース

区ホームページでも、
品川区内の最近の出
来事をお知らせして
います。


