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日4月15日㈮～5月11日㈬　場図書館全館

日4月17日㈰午前9時～午後2時（午前8時40分から整理券配布）
場品川図書館
※社会福祉協議会への寄付（1冊10円程度）をお願いします。マ
イバッグ（買い物袋）をご持参ください。

日時 内容 図書館名 住所・電話番号
4/16㈯

11:00～11:20 あつまれ！赤ちゃんおはなし会　 二　葉 二葉1－4－25
☎3782－2036

4/16㈯
13:30～14:30 切り絵ペタペタ☆おかおのしおり 源氏前 中延4－14－17

☎3781－6273
4/17㈰

11:00～12:00 くらべてたのしいおはなし会　 八　潮 八潮5－10－27
☎3799－1414

4/20㈬
15:00～16:00 つくってみよう！プラバンこもの　 大　井 大井5－19－14

☎3777－7151
4/20㈬

15:00～15:45 つくってあそぼ！おはなし会 南大井 南大井3－7－13
☎3761－6780

4/22㈮
11:00～11:20 おひざのうえでおはなし会　 五反田 西五反田6－5－1

☎3492－2131
4/23㈯

14:00～16:00 名画座「ファンタジア」 品　川 北品川2－32－3
☎3471－4667

4/23㈯
14:00～15:00 なににつかおう？たのしいプラバン 荏　原 中延1－9－15

☎3784－2557
4/24㈰

14:00～15:00 つくってあそぼう！紙ずもう 大　崎 大崎2－4－8
☎3495－0660

4/27㈬
15:00～16:00 毛糸でボンボンマスコットをつくろう！ 品　川 北品川2－32－3

☎3471－4667
4/30㈯

14:00～14:45 みんなでスペシャルおはなし会 ゆたか 豊町1－17－7
☎3785－6677

※詳しくは各図書館へお問い合わせください。

図書館では、毎月23日の「しながわ親子読書の日」に「ねえ、この本よんで！」リストを
発行・配布しています。また、年齢別のおすすめリストなども発行しています。リストは
区立図書館ホームページ（http://lib.city.shinagawa.tokyo.jp/）でもご覧になれます。

憲法週間にちなみ、平和の尊さや基本的人権の大切さについて考えてみませんか。

Ⓒ 2015「愛を積むひと」製作委員会

図書館では、子どもたちに早くから本に触れ合って
もらうために、対象となるお子さんと保護者の方へ、
絵本パックをさしあげます。絵本を通じて楽しい時
間をお過ごしください。

人4カ月児健康診査対象のお子さんと保護者
配布方法／4カ月児健康診査受診時に引換券を配布
受取方法／7月1日㈮以降、引換券を各図書館へ持参

品川区子ども読書活動推進PRキャラクター
「ブックマくん」「しおりちゃん」

●映画　「愛を積むひと」
出演／佐藤浩市、樋口可南子  他

※字幕付き。

●講演　「ゆとり・ユーモア・帰りは元気！」
講師／宮本隆治（フリーアナウンサー）
※手話通訳・要約筆記付き。

5月12日㈭午後1時開演　きゅりあん（大井町駅前）

憲法週間記念   講演と映画のつどい

　共通　
人1,100人（抽選）
申4月15日㈮（消印有効）までに、往復はが
き（1枚2人まで）で参加人数、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☎3763－5391）へ  
※抽選結果は4月末発送予定。

カラス・外来種総合窓口
を新設します

イベントに参加した
お子さんには

ブックマくんグッズを
さし上げます！

子ども時代の読書は心を豊かにし、生きる力を育
みます。図書館では、「子ども読書の日」にちなん
で様々な催しを開催します。ぜひ、お子さんと一
緒にお近くの図書館へお出かけください。
　問い合わせ　品川図書館 （北品川2－32－3☎3471－4667）

4月1日に
「町会・自治会特集号」も発行しています

4　F

7）

力を育

絵本とのはじめての出会い
『はじめてのえほん  よんで  よんで』が始まります

カラスの巣などの撤去、外来種（アライグ
マ・ハクビシン）の箱わな設置などのご相
談は総合窓口へ

●カラスの巣や、落下したヒナが原因で威
嚇や攻撃などを受け困っている…
●アライグマやハクビシンが屋根裏などに
すみついてしまった…
など、ご相談ください。また、外来種の目
撃情報もお待ちしています。

 総合窓口電話　3777－1157
　　　月～金曜日午前9時～午後5時
　　　※祝日を除く。

問環境課指導調査係☎5742－6751
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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

キッズクラブ

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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線
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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）

4月3日㈰
10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）

4月3日㈰

 佐川医院 南大井 4 － 8 －12 ☎3761－8580
 廣瀬歯科医院 大　崎 3 － 6 －11 ☎3491－9668
 井口歯科医院 荏　原 3 － 8 －15 ☎3788－0202
 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

4月10日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
 児玉歯科 西五反田 1 －26－ 2 ☎5437－3966
 土佐歯科クリニック 小　山 3 － 6 －15 ☎5702－1554
 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

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

4月2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

4月9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
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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

　食に関する相談

日時 会場
4/13㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

4/18㈪
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

　高齢者肺炎球菌ワクチン接種予診票
　を送付します

人肺炎球菌ワクチンを接種したことが無
い、今年度65歳・70歳・75歳・80歳・
85歳・90歳・95歳・100歳になる方
自己負担額／4,000円
※該当年齢でない未接種の方が肺炎球菌
ワクチンを接種する際の費用の一部助成
も行っています。
問保健予防課☎5742－9152

　二人で子育て（両親学級）

日4月26日㈫午後1時30分～3時45分
内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4月19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4月4日㈪から、電話で荏原保健セ
ンター☎3788－7015へ

　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、助産師がアドバイスをします。
日①4月19日㈫午後3時～4時
②4月20日㈬午後2時15分～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親各10
人（先着）
場申電話で、①は大井保健センター☎
3772－2666、②は荏原保健センター☎
3788－7016へ

　難病音楽療法教室と交流会

日4月25日㈪午後1時30分～4時
内声楽家による音楽療法と交流会
人神経難病の方と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ　

　産後の家事・育児支援の利用助成
　がはじまります！

　春のかけっこマスター教室

心と体のケアに対応できる、区と提携し
た家事・育児支援のヘルパー利用に対し
て、費用の一部を助成します。
人区内在住で、生後6カ月以内のお子さ
んと母親
助成内容／1人あたり10時間までの利用
費（上限1時間1,000円）　
※利用方法など詳しくは
区ホームページをご覧い
ただくかお問い合わせく
ださい。
問子ども育成課児童相談
係☎5742－6959

区内在住か在学の少年少女を対象としたスポーツ教室や講演会などを開催する
団体に、費用の一部を助成します。
受付期限／29年2月28日㈫　※予算枠に到達した時点で終了。
対象／区内各スポーツ連盟に所属する少年少女スポーツ団体など（先着）
助成額／事業経費の3分の2（上限10万円）
申事業開始前に、スポーツ推進課で配布する募集案内を確認の上、申請書と必
要書類を同課少年少女スポーツ担当（第二庁舎6階☎5742－6943）へ持参
※募集案内は区ホームページからダウンロードもできます。

少年少女が全国大会に出場する際、遠征費用の一部を助成します。
受付期間／29年3月31日㈮まで
人区内在住か在学で、18歳（全国大会出場日現在）以下の個人と団体
助成額／個人＝1万円、団体＝5千円×大会要項に記されている人数（上限10万
円）
申出場後に、スポーツ推進課で配布する募集案内を確認の上、申請書と必要書
類を同課少年少女スポーツ担当（第二庁舎6階☎5742－6943）へ持参
※募集案内は区ホームページからダウンロードもできます。

春の運動会に向けて走り方の基本を学び
ます。
日4月21日～5月19日の木曜日（全4回）
※5月5日を除く。
①午後3時30分～4時20分
②午後4時30分～5時20分
場総合体育館
人①4～6歳②小学1～4年生　
各40人（抽選）
￥各2,500円
申4月13日㈬（必着）までに、往復はが
きに「かけっこ」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、保護者氏名、電話
番号、幼稚園・保育園・学校名、学年を
スポーツ協会へ

　お子さんの健康を守るために予防接種を受けましょう

●定期予防接種
種類 通知の時期 接種できる期間

四種混合（ジフテリア・百
日せき・破傷風・ポリオ）

2カ月 3カ月～7歳6カ月未満（3回接種）
1歳 7歳6カ月未満

Hib(ヒブ)＊1
2カ月

2カ月～5歳未満（1～4回接種）
1歳

小児用肺炎球菌＊1
2カ月

2カ月～5歳未満（1～4回接種）
1歳

DT（ジフテリア・破傷風） 11歳 13歳未満

MR（麻しん・風しん）
1歳 2歳未満

小学校就学の
前年度の4月 4月1日～翌年3月31日

水痘（水ぼうそう） 1歳 3歳未満（2回接種）

日本脳炎＊2　
3歳 7歳6カ月未満（2回接種）
4歳 7歳6カ月未満
9歳 13歳未満

BCG＊3 5カ月 1歳未満

子宮頸
けい

がん＊4　　 － 小学6年生の4月～満16歳の3月31日
（3回接種）

＊1　接種開始月齢によって接種回数が変わります。
＊2　 特例対象者（平成8年4月2日～19年4月1日生まれ）は、20歳の誕生日前々

日まで公費で接種ができます。
＊3　23区内の契約医療機関で接種できるようになりました。
＊4　現在、積極的な勧奨をしていません。
※23区外で接種する方は事前に申請すると実費をお返しできる場合があります。
※DPT（ジフテリア・百日せき・破傷風）・ポリオの接種が終了していない方は、7
歳6カ月まで公費で接種ができます。母子健康手帳を持ってご相談ください。
※接種できる期間は各年齢の誕生日・月齢にあたる日の前々日までです。
●任意予防接種

種類 対象 助成

Ｂ型肝炎 1歳未満 1回3,000円（3回まで）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ） 1～3歳 1回3,000円

MR（麻しん・風
しん混合）＊5　

2～19歳
未満 1回全額助成

＊5　定期接種を2回受けら
れなかった方へ助成します。
※品川区の契約医療機関で、
助成額を差し引いた料金を
お支払いください。
※助成は、区内契約医療機
関で接種する場合に限りま
す。

問保健予防課（本庁舎7階☎5742－9152）

　少年少女スポーツ普及支援事業費用の一部を助成します

　全国大会出場助成を開始します
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4月の区議会
議会運営委員会／18日㈪・28日㈭午後1時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
19日㈫午後1時
行財政改革特別委員会／20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／21日㈭午後1時
問区議会事務局☎5742－6809

28年度特別区職員採用試験（Ⅰ類）
●事務・技術（土木・造園・建築・機械・
電気）
人22～31歳の方
●福祉・衛生監視
人22～29歳で必要な資格のある方
※衛生監視（化学）は資格不要。
●保健師
人22～39歳で保健師免許のある方
───────共　　通───────
※年齢は29年4月1日現在。
※22歳未満で、学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く）を卒業した方（29年3
月卒業見込みも可）、同等の資格があると
特別区人事委員会が認める方を含む。
第一次試験日／6月5日㈰
申込書配布場所／特別区人事委員会事務
局、品川区人事課（本庁舎5階）、地域セ
ンター、サービスコーナー
申4月13日㈬（消印有効）までに、申込
書を特別区人事委員会事務局任用課（〠
102－0072千代田区飯田橋3－5－1）へ
郵送　
※ www.tokyo23city.or.jp/saiyou-
siken.htmからも申し込めます（4月15日
㈮まで）。
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☎5742－6628

食品衛生監視指導計画を公表します
28年度品川区食品衛生監視指導計画を皆
さんからのご意見も参考に作成しました。
問・閲覧場所／生活衛生課食品衛生担当
（本庁舎7階☎5742－9139）
※区ホームページからもご覧になれます。

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経済的に困難な場
合、申請時点の2年1カ月前の月分まで免
除・納付猶予を申請することができます。
また、災害・失業などを理由とした特例
免除についても、災害・失業などがあっ
た年の翌々年6月までの期間について申請
ができます。なお、免除申請は、本人・
配偶者・世帯主の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。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

国民年金の学生納付特例は年度ご
とに申請が必要です
学生納付特例は、学生期間の国民年金保
険料の納付が猶予される制度で、毎年度
申請が必要です。28年度分と2年1カ月前
の月分までの申請を受け付けています。
持ち物／学生証（在学証明）、年金手帳
※日本年金機構から申請書（はがき）が
届いた方は、必要事項を記入して返送す
れば申請が完了します。  ※対象校はお問
い合わせください。  ※学生納付特例期間
の保険料は、10年以内であれば遡って納
めることができます。ただし、3年度目か
らは一定の加算金がつきます。学生納付
特例を受けた期間は、年金の受給資格期
間には含まれますが、後から保険料を納
めない限り年金額には反映されません。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

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5月11日㈬・17日㈫午後1時～3時30分
23日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日5月26日㈭午後1時～4時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日5月6日㈮・20日㈮・27日㈮午後1時～
4時、13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　

高年齢者向け「出張新規登録会」
日4月14日㈭午前9時～正午
人おおむね55歳以上で就職を希望する方
場参当日、写真を貼った履歴書を持って
荏原第一区民集会所（小山3－22－3）へ
問サポしながわ☎5498－6357

事業所用LED照明設置費用の一部を
助成します
対象／次の全てにあてはまる事業者5件（先着）
・未使用のLED照明を区内の事業所などに
設置
・区内施工業者を利用する工事を伴い、
設置費用が10万円以上（消費税を除く）
・中小企業基本法に定める中小企業者
・法人事業税などを滞納していない
・設置対象物件の所有者か賃借人
※賃借人の場合は、所有者から設置など
の承諾を得ていること。
・設置機器が区の指定基準を満たしている
・過去にこの制度の助成を受けていない
助成額／設置費用の10％（上限50万円）
申環境課で配布する申請書を同課環境管
理係（〠140－8715品川区役所本庁舎6
階☎5742－6949）へ郵送か持参
※申請書は区ホームページからダウン
ロードもできます。　

就職したとき、退職したとき、
年金の届け出をお忘れなく
●就職して、厚生年金などに加入する方
勤務先に年金手帳を提出し、厚生年金な
どへの加入手続きをします。配偶者を扶
養している方は、配偶者の年金手帳も必
要です。
●退職や勤務形態が変わり厚生年金など
から外れた方
20～59歳の方は、区役所で国民年金に加
入する届け出をします。扶養されている
20～59歳の配偶者も届け出が必要です。
必要書類／年金手帳（本人、配偶者）、厚
生年金などから外れたことが確認できる
書類（資格喪失証明書・離職票など）
※退職した方の所得を審査対象としない
「特例免除」の制度もあります。ご相談く
ださい。
※代理の方が届け出するときは、代理人
の印鑑・本人確認できるものをお持ちく
ださい（委任状が必要な場合もあります）。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

生涯学習ボランティア保険加入団
体募集
保険料は区が負担します。
対象／次の全てにあてはまる活動団体
①青少年の健全育成が目的
②社会教育関係団体（少年少女団体）
③年間を通じて計画的・継続的に活動
保険期間／5月1日㈰～29年4月30日㈰
保険内容／傷害保険＝育成者が活動中に、
突発的な事故でけがや死亡したとき
損害賠償責任保険＝育成者が活動中に参
加者やその他の人や物に損害を与え、損
害賠償責任を負ったとき
申4月6日㈬～28日㈭に、育成者全員の
住所・氏名・年齢・電話番号と前年の活
動実績、社会教育関係団体登録証を文化
観光課文化振興係へ持参

お知らせ！

レッツ スポーツ
　大人も子どもも健康＆ダイエット
　月1ボクシング
日4月10日～9月11日の第2日曜日
午後6時30分～8時（全6回）
￥1回200円、小学生以下100円
運営／立会地区スポ・レク推進委員会
場参運動のできる服装で、軍手・上履き・タオル・飲
み物を持って直接立会小学校（東大井4－15－9）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　中級弓道教室
日①5月10日～7月26日の火曜日
午後6時30分～8時30分（全12回）
②5月12日～7月28日の木曜日
午後1時30分～3時30分（全12回）
③5月7日～7月30日の土曜日（7/2・7/16を除く）
午前9時30分～11時30分（全11回）
場東品川弓道場（東品川3－14－9）
人16歳以上で、弓道経験（初段以上）のある方各30人
（抽選）
￥①②各3,600円、③3,300円
主催／品川区弓道連盟
申4月15日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、
希望番号（第2希望まで）、住所、氏名、所持段位をスポー
ツ協会へ

　第56回品川区団体卓球選手権大会
日5月1日㈰午前9時30分試合開始
場総合体育館
種目／男子・女子（Ⅰ部〈上級者〉、Ⅱ部〈中・初級者〉、
50代、60代、70代、ジュニア）　
※年齢は29年4月1日現在。ジュニアは18歳以下。
試合形式／4シングルス1ダブルスの団体戦
※1チーム4人以上。
￥1チーム4,400円、連盟登録者4,000円
ジュニア2,000円
主催／品川区卓球連盟
申4月12日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　マスターズソフトバレーボール大会
日4月29日㈷①②午後1時集合③午後4時集合
場戸越体育館
試合方法／ブロック別リーグ戦
人①60歳以上の部②40歳以上の部③中学生以上の部　
※①～③とも男女混成チーム（8人以内）。
※重複参加は不可。　
※女性のみのチーム可。
￥1チーム2,100円
申4月20日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
（4月18日㈪を除く）
※主将会議は、4月27日㈬午後7時から総合体育館。

　太極拳初心者教室
日5月21日～6月18日の土曜日
午前10時～11時30分（全5回）
場総合体育館  ￥2,500円  主催／品川区武術太極拳連盟
申4月30日㈯（消印有効）までに、はがきかFAXで教
室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、FAX番号かEメー
ルアドレスをスポーツ協会へ

　家族のためのビギナーズキャンプ　
日5月14日㈯午前9時～15日㈰午後3時
場みなとが丘ふ頭公園品川区キャンプ場（八潮3－1）
人6組（抽選）　※1組2～5人。
￥3,000円、3歳～中学生1,500円（食事代・保険料込）
申4月25日㈪（必着）までに、往復はがきかFAXに「キャ
ンプ」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

　マスターズバドミントン大会
日4月29日㈷午前9時～正午　場戸越体育館
試合方法／クラス別ダブルスリーグ戦ラリーポイント制
人50歳以上の男性、45歳以上の女性　※1人でも参加可。
￥1,100円（シャトル代込）
申4月19日㈫（必着）までに、はがきかFAXで大会名、
住所、氏名、電話番号、出場経験者はクラスをスポー
ツ協会へ

　第66回品川区民スポーツ大会（春季）

競技名 日程 会場 申込
締切日 参加費 内容

グラウンド・
ゴルフ

5/5
㈷

天王洲公園
（東品川2－6）

4/20
㈬ 500円 〇一般の部（16歳以上）　※個人対抗戦　4ラウンド32ホールプレイで男女別優勝あり　※予備日5/15㈰しながわ中央公園（区役所前）

水泳 5/5
㈷

日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

4/15
㈮

500円
小中高生　300円

〇小学1・2年男子・女子（自由形25、平泳ぎ25、背泳ぎ25、バタフライ25）
〇小学3・4年男子・女子、小学5・6年男子・女子（自由形50、平泳ぎ50、背泳ぎ50、バタフライ50）
〇中学男子・女子、高校男子・女子（自由形100、平泳ぎ100、背泳ぎ100、バタフライ100、リレー
200）〇壮年男子（35歳以上）、一般男子・女子（自由形50、平泳ぎ100、背泳ぎ50、バタフライ50）
※リレーを除き1人2種目まで参加可

ダンス
スポーツ

5/15
㈰ 総合体育館 4/17

㈰ 1ペア　　 800円 〇スポーツダンス　〇ベーシック　〇ニュースター　〇シニアスターⅠ戦（ペア合計120歳以上）※各戦スタンダード（ワルツ・タンゴ複合）とラテン（チャチャチャ・ルンバ複合）　※Aリーグ登録者は除く
申各申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ（4月18日㈪を除く）　※年齢は大会当日現在。

（単位：m）
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27～31年度（5カ年）

共に  育み  つなぐ  教育都市しながわ

　1.  就学前教育の充実　
　2.  学校教育の充実　
　3.  青少年教育の充実
　4.  生涯学習・スポーツの充実　
　5.  文化芸術の振興

  基本目標1  安心して子どもを生み、楽しく子育てができるまちをつくる
　①誰

だれ

もが安心して生み育てることができる子育て環境をつくる
　②確かな学力と豊かな人間性を育む学校教育の充実を図る

  基本目標2  地域を支える産業の活力を高め、魅力ある雇用の場を創出する
　①産業の活性化を図る
　②多様な区民の就業を支援する

  基本目標3  国際化への対応をさらに進めつつ、多様な地域との交流・連携
　　　　　　を推進し、ともに発展する
　① 東京オリンピック・パラリンピックの開催を通じ、地域の活性化や国際化への対応
を図る

　②都市型観光を推進する
　③ 地方との交流・連携を通じ、相互の活性化・発展をめざす

  基本目標4  生涯にわたり住み続けたい安心と活力のあるまちをつくる
　①区民や様々な団体が主体的に活動できる、活力のある地域社会をつくる
　②安全で安心して住み続けられる地域社会をつくる
　③誰もがいつまでも元気で暮らせる環境を整備する
　④いきいきと豊かな生活を楽しむことができる場や機会を充実する

3人の方から26件のご意見をいただきました。
主なご意見 区の考え方

ほっと・サロンやコミュニティスペー
スなどの充実を期待し、身近な存在
となるよう開設の場も広げてほしい。

ほっと・サロンや児童センターの親子
サロンなどについては、引き続き、充
実を図っていきます。

品川産業支援交流施設の存在が多く
の方に周知されていないので、広報
などを通じ、広く伝えてほしい。

様々な機会を捉え施設のPRに努め、
利用会員数の増加や支援の充実を
図っていきます。

東京オリンピック・パラリンピック
の機運醸成で、30年度に区内実施競
技の周知度が80％以上では、5人に1
人が知らない目標になるが、区の考
え方を聞きたい。

開催年の32年には全ての区民に区内
実施競技を知っていただけるよう、周
知活動の充実を図っていきます。

区と地方との交流支援体制を充実し
てほしい。

特別区全国連携プロジェクトを通じ、
相互の地域の活性化・発展につながる
取り組みを進めていきます。

19人の方から75件のご意見をいただきました。
主なご意見 区の考え方

「生涯学習の充実」にだけでなく、「学校
教育の充実」にも「非核平和都市品川宣
言」と「人権尊重都市品川宣言」の考え
にのっとった平和・人権の意識を育む教
育活動について明記してほしい。

「3　基本理念と方針　2学校教育の充実」
に人権尊重に関する学習機会の充実につ
いて記載し、平和・人権教育については、
今後も区として様々な場面で普及・啓発
に努めていきます。

小中一貫校や小中一貫教育などの成果、
課題を明らかにし、その課題にどのよう
に対応していくのかを明記してほしい。

「2　品川区の現況と課題」において小中
一貫教育などの効果の見極めについて記
載し、今後も様々な意見を踏まえ、教育
を取り巻く状況への的確な対応に努めて
いきます。

「グローバル社会を生き抜く子どもたち」
を育てるためには、自国だけでなく、他
国の歴史、地理など互いの歴史を理解し
合うことが必要である。

「3　基本理念と方針　4生涯学習・スポー
ツの充実」において、異文化への相互理
解について記載し、国際社会への架け橋
となる人材の育成に努めていきます。

現在の子育て環境にあった学校運営のた
め、教員の養成や複数のスクールカウン
セラーの配置により常時相談できる環境
づくりや、速やかな問題解決、情報開示、
透明化を図ってほしい。

品川区は独自の取り組みとして、各校お
よび小中の連携のためのスクールカウン
セラーを雇用しています。今後も東京都
が配置するスクールカウンセラーと連携
し、相談しやすい環境づくりなどに努め
ていきます。

　品川区総合戦略は、26年12月に施行された「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、区の人口動
向を分析し将来展望を示す「品川区人口ビジョン」を踏まえ、今後5カ年の目標や区が推進すべき施
策の基本的方向を定める計画です。
　昨年11月に実施したパブリックコメントのご意見も参考に、12月24日に総合戦略策定委員会より
区長への答申が行われ、このたび、「品川区総合戦略」を策定しましたので、その概要をお知らせします。

問企画調整課企画担当☎5742－6607

　区では、長期基本計画において「未来を創る子育て・教育都市」を都市像のひとつに掲げ、子どもたちが
未来を担う人材として健やかに成長できるよう、親と子の成長を地域社会、行政が見守り支える、連携・協
力の仕組みや体制整備を行ってきました。
　今回、教育制度改革の一環として、区長部局と教育委員会が相互に連携・協力を図り、より効果的な施策
の推進を図ることを目的として、総合教育会議において議論を重ねました。さらに、昨年10月から11月に
実施したパブリックコメントのご意見も参考に、「品川区教育大綱」を策定しましたので、その概要をお知ら
せします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問企画調整課企画担当☎5742－6607

品川区総合戦略を策定しました

品川区教育大綱を策定しました

「品川区総合戦略」の全文、お寄せいた
だいたご意見の概要と区の考え方は、企
画調整課（本庁舎5階）、区政資料コー
ナー（第三庁舎3階）、図書館、区ホーム
ページでご覧になれます。

 ●計画期間

 ●基本理念

 ●方針

 ●パブリックコメントでいただいた主なご意見と区の考え方

 ●パブリックコメントでいただいた主なご意見と区の考え方

 ●施策内容

パブリックコメントに
ご意見をお寄せいただき
ありがとうございました

「品川区教育大綱」の全文、お寄
せいただいたご意見の概要と区の
考え方は、企画調整課（本庁舎5
階）、区政資料コーナー（第三庁舎
3階）、教育総合支援センター（西
五反田6－5－1）、図書館、区ホー
ムページでご覧になれます。

パブリックコメントに
ご意見をお寄せいただき
ありがとうございました

の充実　
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ご寄付をありがとうございました（敬称略・順不同）

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。
 
●四輪などの軽自動車
①27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。
②27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（電気自動車等を除く）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。
④27年4月1日から28年3月31日までに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。
＊対象車についてはお問い合わせください。

車種区分 ①旧税率 ②新税率 ③重課税率
グリーン化特例車軽課税率＊
④電気自
動車等

⑤燃費基
準Ⅰ

⑥燃費基
準Ⅱ

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円 3,000円

軽四輪
乗用

営業用 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円 5,400円 8,100円

貨物
営業用 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円 2,500円 3,800円

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

区から課題を提起する
協働事業への提案を募集します
区は、町会・自治会をはじめ、ボランティア団体、NPO法人、企業などとお互いの強みや資源をいかしながら、
協働による豊かなまちづくりをすすめています。協働事業提案制度では区が提起する課題に応える、自由な発想
や専門性などをいかした事業の提案を募集します。
　問い合わせ　地域活動課協働推進係（〠140－8715品川区役所第二庁舎6階☎5742－6605）

内ipadを使用した基本操作、ホー
ムページ閲覧、メール体験など
※タブレット持参不可。
人55歳以上の方各12人（抽選）
￥各2,000円（教材費込）
申4月13日㈬（必着）までに、は
がきかFAXで、教室名、コース、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号を高齢者地域支援課（〠
140－8715品川区役所☎5742－
6733 Fax5742－6882）へ　※複
数のコースには申し込めません。

ユニオンビルヂング＝100,000円
立会小学校PTA＝テント2張り他
深澤勲＝ひな壇・ひな人形一式
品川法人会青年部会＝桜樹木・案内板
一式
東京荏原ライオンズクラブ＝10,000円

六行会＝デジタルビデオカメラ他
品川学園PTA＝テント1張り他

〔地域振興基金〕185,612円（1・2月分）
中尾誠利＝20,000円
小山台住宅2号棟＝165,612円

問税務課税務係☎5742－6667　

タブレット端末教室 初心者

● パソコン電話相談 ●
日月～金曜日午後1時～5時
人55歳以上の方
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

●募集する提案事業
29年度（29年4月1日～30年3月31日）に実施する
①「オープンデータの公開と利活用促進」
②「高齢者が安心して暮らせるための、担い手の養成と地域
資源マップづくり」
をテーマとする事業

●応募資格
次の全てにあてはまる団体（町会・自治会、ボランティア
団体、NPO法人、商店街、公益法人、社会貢献活動を行う
民間事業者など）
①団体の運営に関する規則（定款、規約、会則など）があり、
会計処理が適正に行われている
②1年以上継続して活動している　など
※1団体につき1事業の提案が原則。複数の団体による共同
での提案も可。

●提案できる対象事業
①区の提起する課題に的確に応えている
②公益性のある事業であって、一定の課題の解決や社会的
要請に応えることができ、具体的な成果が見込まれる
③区民と区との協働実施で効果が高まると見込まれる
④29年度に提案者によって実施することが可能である
⑤予算の見積もりが適正である
⑥先駆性、新しい視点・アイディアなどが含まれている  など

●審査・選定
第1次審査（書類審査）＝7月上旬
第2次審査（事業提案説明）＝7月下旬
決定（区の予算成立）＝29年3月

●申し込み
4月22日㈮午前10時までに、地域活動課で配布する申請書
を電話で事前予約の上、同課協働推進係へ持参
※提案された事業の概要と提案団体名はホームページなど
で公表します。
※申請書は区のホームページやしながわすまいるネット
shinagawa-smile.net/からダウンロードもできます。

●説明会
日時 会場

4月8日㈮
18:00～19:00

261会議室
（区役所第二庁舎6階）

4月9日㈯
10:00～11:00

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）

○詳しくは地域活動課で配布する「平成28年度品川区協働
事業提案制度提案の手引き」をご覧ください。区ホームペー
ジやしながわすまいるネットからダウンロードもできます。

事務所スペースを
貸し出しています

区内で社会貢献活動やその他公益活
動を行っている非営利団体に、活動
拠点として3年を限度に随時貸し出し
ます。
場こみゅにてぃぷらざ八潮「協働推
進室」内（八潮5－9－11）

種類 月額使用料 設置数
半個室（約30㎡） 10,000円 8
4人用ブース（約10㎡） 6,000円 5
2人用ブース（約5㎡） 3,000円 3
1人用ブース（約2.5㎡） 1,500円 2
申地域活動課で配布する「活動拠点
室募集の手引き」（区ホームページか
らダウンロード可）を確認のうえ、
申請書を同課協働推進係へ持参
※空き状況は事前に要問い合わせ。
※毎月10日に締め切り、審査のうえ
決定。

石川綾子ヴァイオリンコンサート 
in スクエア荏原

日7月2日㈯午後2時開演（午後1時30分開場）  場スクエア荏原（荏原4－5－28）
曲目／チャルダッシュ、リベルタンゴ、君の知らない物語、映画音楽　他
￥3,500円（全席指定）
発売開始／4月8日㈮
　窓口販売　 午前9時から／スクエア荏原・きゅりあん・メイプルセンター
　　　　　　 午前10時から／Ｏ美術館（初日のみ午前9時から）、しながわ観光協会
　電話予約　 午前10時から／チケットセンターCURIA（キュリア）
　インターネット予約　 午前9時から／ www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。
※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。 ※託児はありません。
問チケットセンターCURIA（キュリア）☎5479－4140

場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
コース 日時（全4回）

5月コース 5月12日～6月2日の木曜日
9:30～11:30

6月コース 6月9日～30日の木曜日
9:30～11:30

脳活性化エクササイズやグループワークで、認知機能の低下を予防する教室です。
人一人で教室に通える65歳以上の
方①15人②20人（抽選）
￥各3,600円
申4月13日㈬までに、本人が電話で
高齢者地域支援課☎5742－6733へ

日時（全12回） 会場　
①5/11～7/27の水曜日
10:00～11:30

平塚橋ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

②5/10～7/26の火曜日
14:00～15:30

大崎ゆうゆうプラザ
（大崎2－7－13）

の元気教室参加者募集あたま からだと



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4月1日号6

飼い主のいない猫の不妊・去勢手
術費の一部を助成します
対象／区内に生息している飼い主のいな
い猫について、品川区に住民登録をして
いる方が申請　
※外飼いしている猫や、現在野良猫でも
その猫を飼う予定がある場合は、飼い猫。
助成（先着）／去勢（オス）1頭5,000円
＝200頭
不妊（メス）1頭10,000円＝300頭　
※1人10頭まで。
申区内の動物病院で、4月以降の手術実
施後30日以内に、生活衛生課で配布する
申請用紙と手術完了証明書を同課庶務係
（〠140－8715品川区役所本庁舎7階☎
5742－9132）へ郵送か持参

アスベストの調査・除去費用を助
成します
建物などの解体・改修工事の前に行うア
スベストの分析調査と除去工事費用の一
部を助成します。
対象／区内の住宅・事務所・作業所・店舗・
倉庫・駐車場などの所有者やマンション
の管理組合など

対象調査・工事 助成額
（上限）

助成件数
（先着）

アスベスト含有
分析調査（吹き
付け・吹き付け
ロックウール）

10/10相当
（上限25万円
／棟）　

5件

アスベスト除去
工事費（アスベ
スト含有吹き付
け材）　

2/3相当
（上限300万円
／棟）　

3件

問環境課指導調査係☎5742－6751

サービス付き高齢者向け住宅
（民間型）コムニカ入居待機者募集
所在地／旗の台4－5－17
募集戸数／5戸程度（単身用）
申込資格／区内に2年以上居住の住宅に困
窮している65歳以上の一人暮らしの方など
家賃／月額83,000～95,000円（基本生活
支援サ－ビス費30,000円・共益費19,000円・
光熱費別）
※所得により家賃減額あり（40,000円）。
申高齢者地域支援課（本庁舎3階）、地域
センター、在宅介護支援センターで配布
する「待機者募集のご案内」をご覧のうえ、
4月8日㈮～30日㈯午前9時～午後5時に
コムニカ☎5788－6162へ持参
問高齢者地域支援課☎5742－6735

低公害車の買い換えを支援します
対象／区内中小企業者・個人事業者で東
京都環境保全資金の利子補給金等交付決
定通知を受けた方
対象車／東京都環境保全資金融資対象車
利子補給額／利子と都利子補給金確定額
との差額
信用保証料補助額／信用保証料と都信用
保証料補助金確定額との差額
申環境課で配布する申請書と添付書類を
同課環境管理係（〠140－8715品川区役
所本庁舎6階☎5742－6949）へ郵送か
持参　
※予算枠に到達した時点で、受け付けを
終了します。　
※申請書は区ホームページからダウン
ロードもできます。

太陽光発電システム設置費用の
一部を助成します
●区民の方への助成
助成額／3万円／kW（上限9万円）
●中小企業者・社団法人・社会福祉法人
などへの助成
助成額／3万円／kW（上限15万円）
───────共　　通───────
申環境課で配布する申請書を同課環境管
理係（〠140－8715品川区役所本庁舎6
階☎5742－6949）へ郵送か持参
※予算枠に到達した時点で、受け付けを
終了します。
※申請書は区ホームページからダウン
ロードもできます。　※対象など詳しく
はお問い合わせください。

消費電力や電気代、CO2排出量がチェッ
クできるエコワットを貸し出します
自宅の電化製品の電力使用量・CO2量に
ついてエコワット（簡易型電力量表示器）
で測定し、節電に役立ててみませんか。
測定記録は区に提出いただきます。優れ
た取り組みは、区ホームページで紹介す
る場合があります。
期間／最長2カ月
申環境課環境推進係☎5742－6755

特別窓口を開設します
区民税や国民健康保険料・後期高齢者医
療保険料・介護保険料の支払い、相談な
どのため特別窓口を開設します。
日4月17日㈰午前8時30分～午後5時
場問税務課（本庁舎4階☎5742－6671）、
国保医療年金課（本庁舎4階☎5742－
6679）、高齢者福祉課（本庁舎3階☎
5742－6681）

オークランド市（ニュージーランド）
青少年語学研修派遣生を募集します
日7月30日㈯～8月22日㈪（24日間）
人区内在住の中学2年生～高校生15人
（選考）
￥234,000円
選考／作文審査と面接（5月29日㈰）
申5月19日㈭までに、品川区国際友好協
会で配布する申込用紙を同協会（第三庁
舎4階☎5742－6517）へ持参
※受付は月～金曜日午前9時～午後5時。
4月13日㈬以降の火～木曜日は午後7時
まで受け付け。

ホストファミリーを募集します
区内の家庭に約2週間滞在し、交流と親
善を図ります。ご協力をお願いします。
●ジュネーヴ市（スイス連邦）
日8月5日㈮～19日㈮（15日間）
事前説明会／7月21日㈭午後6時30分
●オークランド市（ニュージーランド）
日9月19日㈷～10月1日㈯（13日間）
事前説明会／9月9日㈮午後6時30分
人次の全てにあてはまる家庭
・一人暮らしではない複数家族
・統一行動日に区役所までの送迎が可能
・部屋は個室か家族と同室でも可
・家族の一員として必要な日常の生活費
を負担できる
申電話で、品川区国際友好協会☎5742
－6517へ

平塚シルバーセンター閉館のお知らせ
平塚橋ゆうゆうプラザ開館のため4月30
日㈯をもって同センター（平塚2－10－
20）を閉館します。
問高齢者地域支援課シルバーセンター係
☎5742－6946

一般不妊治療医療費助成対象と
助成範囲を変更します
助成対象の変更点／・29年3月31日㈮現
在、妻が44歳以上（昭和48年4月1日以
前生まれ）の夫婦は助成対象外
・28年度中に妻が43歳（昭和48年4月2
日～49年4月1日生まれ）を迎える夫婦は、
妻の誕生日前日までの医療費が助成対象
※詳しくはお問い合わせいただくか、区
ホームページをご覧ください。
問健康課☎5742－6743

住民税の徴収猶予制度の改正
納期限が4月1日以降の徴収金について、
一時に住民税を納付することにより事業
継続や生活の維持が困難になると認めら
れる場合、納税義務者の申請により、差
押財産の換価処分を猶予できるようにな
りました。申請期限は各納期限から3カ月
です。
※複数の滞納がある方は申請できません。
問税務課納税相談担当☎5742－6671～3

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
4月のオープンキャンパス情報
日4月23日㈯午後2時～4時
内在校生インタビュー、学校案内（学費・
授業内容・入試他）、個別相談など
人介護福祉士をめざしている方
場参当日、直接同校（西品川1－28－3☎
5498－6364）へ
※学校見学も随時受付中（要予約）。

 
発達障害・思春期サポート事業
第1回啓発講演会
日5月14日㈯午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内「理解が支援の出発点！～基礎から学
ぶ発達障害～」
講師／五味純子（臨床心理士）
人90人（先着）
￥500円（資料代）
申5月10日㈫（必着）までに、往復はが
きかEメールで講演会名、住所、氏名、電
話番号をパルレ（〠141－0021上大崎1
－20－12 moushikomi@gol.com）へ
問障害者福祉課療育支援担当
☎5742－6389

昭和大学パートナーシップ講座「暮らし
と健康～健やかな老後を送るため」
日程

（全2回） テーマ・講師

5/7㈯

認知症の周辺症状と支援
谷将之（医学部准教授）
アルツハイマー病とは？
小野賢二郎（医学部教授）

5/21㈯

不老革命̶抗酸化物質は元気の素
もと

福原潔（薬学部教授）
いつまでも続く咳

せき

にご用心！
相良博典（医学部教授）

※時間は午後1時～4時。
場同大学（旗の台1－5－8）
人16歳以上の方200人（抽選）
申4月18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

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 住宅課☎5742－6776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
問住宅課
☎5742－6776

家 庭 相 談 ㈫ 13:00～17:00 子ども家庭支援課
☎5742－6589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☎5742－6589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

2016年4月1日号6 年 月 日号

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

講座・講演

電子

本紙3月21日号7ページでお知らせした「4
月から区の組織が一部変わります」の記事
中で、組織の再編により窓口が変わる保育
課保育教育計画係の事務の内容は「私立
幼稚園の保護者補助金などに関すること」
の誤りでした。お詫びして訂正します。



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

2016年4月1日号 7

清泉女子大学公開講座土曜自由大学
日時（全2回） テーマ・講師

5/14
㈯

13:10
〜
14:40

〔旧島津公爵邸しゅん工100年
記念講座3〕「島津山」の誕生
狐塚裕子（同大学文化史学科
教授）

14:50
〜
16:20

〔旧島津公爵邸しゅん工100年
記念講座4〕近代建築の保存活
用を考える
岡建司（文化財保存計画協会
主任研究員）

5/28
㈯

13:10
〜
14:40

「言語景観」を楽しむ「トレイン・
イング（Train-ing）」の旅　
クリストファー・ベイン（同大
学英語英文学科准教授）

14:50
〜
16:20

食をとおして読む児童文学　
白井澄子（白百合女子大学児
童文化学科教授）

場同大学（東五反田3－16－21）
人16歳以上の方300人（抽選）
申4月20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、連絡先電話番号を文化観光課生涯
学習係へ
 
シニア情報生活アドバイザー養成
講座
日5月7日～7月9日の土曜日
午後1時～4時30分（全9回）
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
内講師としてシニアに教えるためのパソ
コンやインターネットの技術習得、資格
認定試験など
人パソコン・Eメールを活用している、
全回出席できるおおむね50歳以上の方
5人（選考）
￥9,500円
申4月15日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「シニア情報生活アドバイザー」
とし住所、氏名、年齢、性別、電話番号
をコムワーク（〠141－0032大崎2－4－
6アイアカデミー内 Fax3472－9089）へ
問高齢者地域支援課☎5742－6733

品川＆早川ふるさと交流
「田植え体験」参加者募集
南アルプスの麓、雄大な自然の中で、地
元の小学生とともに田植えを行います。
日5月14日㈯～15日㈰（区役所午前7時
30分集合・午後5時30分解散、1泊2日、
往復バス）
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の方41人（抽選）
※小学生以下は保護者同伴。
￥12,000円、小学生以下8,000円（交通
費、1泊2食付き宿泊費他）
申4月8日㈮（必着）までに、はがきかFAX
に「田植え体験」とし、参加者全員の住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を京王観光東
京南支店（〠160－0022新宿区新宿2－3
－10新宿御苑ビル2階 Fax3359－2570）へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

春季品川区吟剣詩舞道大会
日4月10日㈰午前10時開演（午前9時30
分開場）
内吟詠・剣詩舞の発表
場・観覧方法／当日、荏原文化センター
（中延1－9－15）へ
問文化観光課文化振興係

イベント
●品川ジュニアフィルハーモニー
オーケストラ第二回定期演奏会　
4月3日㈰午後2時～3時30分。350
人先着。当日スクエア荏原へ。☎
070－5549－9478益子
●小山台教育財団公開文化講座　
テーマを変えて8講座開催します。
4月21日㈭「悠久の国インド」、5月
7日㈯「いま蘇る古

いにしえ

の音色（琵
び

琶
わ

）」
午後2時～4時。小山台会館（小山
4）。100人先着。電話で同財団・
佐藤☎5721－6171へ

●不動産・相続・事業承継無料相
談会　4月12日㈫午後1時～5時。
きゅりあん。10組先着。電話で日
本地主家主協会☎3320－6281へ
●表示登記の日無料相談　4月18
日㈪午後1時30分～4時30分。本
庁舎3階ロビー。●土地建物の調査・
測量、境界問題・土地分筆、不動
産表示登記の相談☎3781－3736
東京土地家屋調査士会品川支部・
小菅●新築・増築・耐震・設計・
工事・構造などの建物の相談☎
3766－6104東京都建築士事務所
協会品川支部・佐藤

●林試の森フェスタ　コンサート、
バザー、スタンプラリー他。4月24日
㈰午前10時30分～午後4時。林試
の森公園。☎080－1239－8743同
実行委員会
●家庭倫理講演会「いのち」の輝き
4月29日㈷午後2時～3時45分。きゅ
りあん。300人先着。1,000円。電
話で家庭倫理の会・有坂☎3772－
9373へ
●品川区民吹奏楽団第8回定期演
奏会　5月3日㈷午後1時30分～
3時30分。当日きゅりあんへ。☎
3660－5670三澤

　 サークルなど
●戸越トリム　㈫か㈬午後7時。
戸越台中。3カ月2,000円。（入）1,000
円。☎3781－8073小泉
●延山トリムクラブ　㈪午後7時。
延山小。月1,000円。（入）500円。
☎3781－9612松浦
●蝌

か

蚪
と

学
がく

堂
どう

（中級中国語）　第2
～4㈮午後1時30分。荏原第四 。
月3,000円。☎3782－3630西下
●将友会（将棋）　60歳以上。第1・
3㈭午前9時30分。東大井 。年
2,000円。☎3799－2847飯塚

●玉泉会（書道入門）　第2・4㈬
午前9時30分。五反田文化 。月
2,000円。☎3786－1692安藤
●TB会（書道勉強会）　初心者歓
迎。月2回（6カ月ごと決定）。きゅ
りあん。月3,000円。☎090－1653
－1551矢嶌
●浅間台俳句会　60歳以上。第
2㈮午前9時30分。浅間台小。☎
3472－9231林
●やよい句会　60歳以上。第3㈫
午前9時15分。関ヶ原シルバー 。
月1,000円。☎090－1208－3935
成田

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

文化・イベント情報文化・イベント情報

●1日㈮～6日㈬／志美る会（絵画、彫刻、
写真）／星村義一個展（絵画、写真）
●8日㈮～13日㈬／日本表現派東京支部
展（日本画、洋画、墨絵）
●15日㈮～20日㈬／第16回オー美会展
（絵画、写真、陶芸）
●22日㈮～27日㈬／第3回東京一水会
展（油彩、水彩）
●29日㈷～5月4日㈷／90vs90＋展̶
見よ国展の底力 （̶絵画、版画、彫刻、
工芸、写真）
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。

　
●6日㈬～11日㈪／第39回アトリヱ彩油
絵グループ展（油彩）　
●13日㈬～18日㈪／水墨南画第20回木
犀会展併催第44回玄楓社展（水墨南画）
●21日㈭～25日㈰／第15回わたし達の
掛軸展（掛軸、屏

びょう ぶ　

風）
●27日㈬～5月2日㈪／第35回火曜会展
（油彩）
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。

日4月16日㈯午後1時～3時
内「ほんとは怖い！？おいしいグルメ（ア
ニサキスを中心に）」「ロコモを防いで若
返り－コリも防いで体のお手入れ－」
人90人（先着）
場参当日、直接同病院（東大井6－3－22
☎3764－0511）へ

日4月17日㈰午前11時～午後3時
場武蔵小山駅前ロータリー
内笠原シェフが作ったたけのこ汁配布
（正午から先着3,000食）、ムサコマルシェ、
吹奏楽演奏、ダンス、ゆるキャラ®も出演
問ムサコフェス実行委員会・中村☎3788
－2141

　
日5月22日㈰午後1時30分開演（午後1時
開場）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内ハープによるジャズ、ポップス演奏
人区内在住で小学生以上の方30人（先着）
申4月15日㈮（消印有効）までに、往復
はがきで住所、氏名、年齢（学年）、電話
番号、人数を日本ハープ協会（〠142－
0062小山7－8－6ホーマットマグノリア
101☎6426－8876）へ

Ｏ美術館  4月の催し

区民ギャラリー 4月の催し

東芝病院公開講座

ムサコフェス
「第5回ムサコたけのこ祭り」

「ハープ ハープ ハープ2016」
コンサート区民招待

28年度の国民健康保険料率が決まりました
　保険料は、医療給付費の支出額や後期高齢者医療への支援金、介護納付費の第2
号被保険者負担額などにより、均等割額と所得割額の保険料率を決定しています。
　保険料納入通知書は6月に送りますので4月と5月の納付はありません。6月～翌年
3月の10回で12カ月分をお支払いいただくよう計算し通知します。
●国民健康保険の保険料

医療給付費分
（すべての加入者）

後期高齢者支援金分
（すべての加入者）

介護納付金分
（40～64歳の加入者）

均等割 加入者1人年額35,400円 加入者1人年額10,800円 加入者1人年額14,700円

所得割 賦課基準額＊×0.0686 賦課基準額×0.0202 賦課基準額×0.0135

最高限度額 54万円 19万円 16万円

＊賦課基準額＝総所得金額等－33万円（基礎控除額）

問国保医療年金課資格係☎5742－6676

年間保険料 ＝ ＋ ＋医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

高齢者向け給付金の申請受付が始まります
27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、28年度に65歳以上となる方に高齢
者向け給付金を支給します。対象と思われる方には順次申請書を送ります。
支給対象者／次の全てにあてはまる方
①27年1月1日に品川区に住民登録がある　②27年度住民税が非課税
③昭和27年4月1日以前に生まれた
※住民税が課税されている方に扶養されている方、生活保護を受けている方、
中国残留邦人等に対する支援給付を受給している方、申請書発送後税額変更に
より住民税が課税となった方などは対象となりません。
支給額／1人につき30,000円
　住民税が非課税となる所得基準の目安
●給与所得者
区分 給与収入ベース

単身 100万円以下
夫婦 156万円以下
夫婦子1人 206万円未満
夫婦子2人 256万円未満
申請期間／4月11日㈪～7月15日㈮
申請方法／申請書と添付書類を、同封の返信用封筒（緑色）で品川区臨時福祉
給付金事務センターへ郵送
受取方法／指定の口座に入金
問い合わせ・申請書郵送先／品川区臨時福祉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☎3787－6230）（月～金曜日午前8時
30分～午後5時15分）　
※祝日を除く。開設期間は7月15日㈮まで。
・外出することが困難な方は、シルバー人材センターの職員が訪問し申請書の記
入の手伝いなどをしますので、臨時福祉給付金事務センターへお電話ください。
・ＤＶの被害を受けている方の申請についてはご相談ください。

○区や国の職員が個人情報の照会やATM操作をお願いすることはありません。
振り込め詐欺などにご注意ください。

●公的年金等受給者
区分 年金収入ベース

単身 65歳以上 155万円以下
65歳未満 105万円以下

夫婦 65歳以上 211万円以下
65歳未満 171.3万円以下

本紙3月1日号8ページ「地域センター紹介」
でお知らせした「下記の地域センターはさ
らに次の手続きもできます」の「マイナン
バーカード（個人番号カード）・通知カー
ドの再交付申請受付」は、正しくは「通知
カードの再交付申請受付」です。お詫びし
て訂正します。マイナンバーカード（個人
番号カード）の再交付申請については、区
役所戸籍住民課での受け付けとなります。
問地域活動課地域支援係☎5742－6690

マイナンバーカード（個人番号カード）・
通知カードの再交付申請受付



・外国人人口…………11,147
　　男………………… 5,406
　　女………………… 5,741

総人口…………… 378,621世帯…………………209,204

・日本人人口…………367,474
　　男…………………180,360
　　女…………………187,114

  人口と世帯（平成28年3月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

　

平成28年（2016）

4/1
1991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。

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4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

わ！しながわニュース＊
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
 　なかのぶジャズ物語

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 トビーが行く！
しながわ温故知新

月 しながわのチ・カ・ラ
しながわ江戸前海物語

火 三之助　とっておきの品川
世界を迎える！品川宿のおもてなし

水 こんにちは！区長です
平成28年度予算案プレス発表 ※

品川歴史探訪
文明開化を支えた品川の産業　

木
語り継ぐ品川現代史
 　商店街の復興
(仮)

しながわのチ・カ・ラ
受け継がれるま
ちの音色

三之助　とっておきの品川
目指せ2020年！
ホッケーを知ろう

金 復活！しながわ探検隊 
三之助　とっておきの品川
元気な掛け声が響く！
品川の生鮮三品店　

新

新

語り継ぐ品川現代史
商店街の復興 (仮)

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

東京桐
きり

箪
たん

笥
す

昭和63年入門
林　英知

日4月8日㈮・9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

● プレミアム付き共通商品券
● 有料ごみ処理券　● 日曜開庁のお知らせ
● 大崎駅西口バスターミナル

次号予告　4月11日号

食料難の時代を乗り越え、
集団就職の受け入れを行
うまでに成長を遂げた商
店街

※ 20日からは「しながわの街づくりと都市計画」を放送します。

区ホームページで動画配信をしています

子育て応援プログラム
 高齢者多世代交流支援施設で新しくスタート！！

● ママのリフレッシュタイム
日5月6日～6月17日の金曜日午前10時～11時30分（全7回）
内アロマテラピー、ヨガロマ、植物療法（ハーブ）、食育勉強会など 
講師／栗原冬子（ライフスタイルデザイナー）他
人区内在住か在勤で、小学生以下のお子さんがいる母親30人（抽選）
￥2,500円（材料費・食材費など）　※託児はありません。お子さんの同伴不可。
 ● 2回食からの離乳食レッスン
日①5月17日㈫・24日㈫、6月7日㈫・21日㈫
②6月28日㈫、7月5日㈫・19日㈫・26日㈫　午前10時～11時30分（全4回）
内2・3回食への進め方、簡単な調理や相談
人区内在住か在勤で、初回日に7・8カ月のお子さんの保護者各20人（抽選）　
※託児あり。希望の方はお子さんの氏名（ふりがな）・年齢も記入してください。
運営／品川栄養士会

申4月15日㈮（消印有効）までに、往復はがきかFAXで講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話・FAX番号、Eメールアドレスを子ども育成課へ 
○区ホームページから電子申請もできます。

● 子育て交流サロン「平塚橋すきっぷひろば」
自由に参加できる、地域の乳幼児親子の交流と子育て相談の場です。
日第1・2・4木曜日午前10時30分～午後2時30分  ※8月、年末年始、祝日を除く。
人区内在住で、おおむね0～2歳児の親子
運営／品川SKIP編集委員会

● 子ども若者応援フリースペース
子どもや若者の居場所や保護者などの相談の場です。
日月曜日午前10時～午後4時　※第5月曜日、年末年始、祝日を除く。
人区内在住で、不登校・ひきこもりなどの子ども・若者（おおむね34歳くらいま
で）とその保護者など
運営／子ども若者応援ネットワーク
申事前に、電話（月～土曜日午前10時～午後7時）かEメールで、教育サポート
センターN

ニ レ

IRE（☎3784－0450 info@npo-nire.org）へ

● 2・3歳児食親子クッキング（品川栄養士会運営）
簡単で栄養バランスのよい食事やおやつを親子で実習する講座を、9・10月に全
3回で行います。7月頃募集予定。

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

問子ども育成課庶務係☎5742－6720

「家庭の日」です毎月第一
日曜日は

共
通

共
通

フレ シ タイム

平塚橋ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）　
● 自分でできるプレママのボディケア
日5月19日㈭、6月2日㈭・16日㈭、7月7日㈭
午前10時～正午（全4回）
内助産師によるグループワーク、講話、ボディケアの実習や相談
人区内在住か在勤で、妊娠7カ月以降の方20人（抽選）
※託児はありません。お子さんの同伴不可。
● 自分でできる産後ママのボディケア
日5月12日㈭・26日㈭、6月9日㈭・23日㈭午前10時～正午（全4回）
人区内在住か在勤で、生後1～3カ月のお子さんと母親20組（抽選）
※託児はありません。参加する乳児以外のお子さんの同伴は不可。

申4月15日㈮（消印有効）までに、往復はがきかFAXで講座名、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話・FAX番号、Eメールアドレ
スを子ども育成課へ 
○区ホームページから電子申請もできます。

● 子育て交流サロン「大崎にこにこるーむ」
自由に参加できる、地域の乳幼児親子の交流と子育て相談の場です。
日月曜日午前10時30分～午後2時30分
※第5月曜日、年末年始、祝日を除く。第3月曜日は正午まで。
人区内在住で、おおむね0～2歳児の親子
運営／にこにこるーむ

● アレルギーなどのおしゃべり会・講演会
　 （品川食物アレルギーの会運営）
①おしゃべり会
日6・7・9・10・12・1・3月の第3火曜日午前10時～午後3時
内アレルギー疾患の子どもを持つ親同士の情報交換や子ども同士の交
流、お弁当持参のランチ会など
人アレルギー疾患のお子さんと保護者、関心のある方各30人
参当日、直接会場へ
②専門家の講演会
日5・8・11・2月の第3火曜日
人アレルギー疾患のお子さんと保護者、関心のある方各30人  
※詳しくは開催の約1カ月前に品川食物アレルギーの会ブログ
shokuare.blog26.fc2.com/でお知らせします。　

  

平平平

5月に開設する平塚橋・大崎ゆうゆうプラザで様々な5月に開設する平塚橋・大崎ゆうゆうプラザで様々な
子育て応援プログラムを開催します。子育て応援プログラムを開催します。

　　問い合わせ　子ども育成課庶務係（〠140－8715　子ども育成課庶務係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6692 品川区役所☎5742－6692 FaxFax5742－6351）5742－6351）

子育てアプリ「しながわパパママ応援アプリ」がスタートします！

妊娠・出産、育児に役立つ子育て支援情報や施設マップ
など、子育て中の保護者が知りたい区の子育て情報を発
信します。詳しくは区ホームページをご覧ください。

問子ども育成課庶務係☎5742－6720


