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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

区では、「次代につなぐ環境都市」の実現に向けて、様々なみどりの働
きを生かすことで、住み続けたいまち・訪れたいまちをめざしています。
地域のみどりを守り、育み生かすには、区民の皆さん一人ひとりの協
力が必要です。身近には、気軽に始めることのできる緑化活動があり
ますので、できることから皆さんも始めてみませんか。

　皆さんの身近にみどりを増やし育てていくこと
は、地域の環境とまちなみの景観を向上すること
につながります。
　区では、「屋上緑化等助成制度」や「生垣助成制
度」、災害の危険度が高いモデル地区には「防災緑
化助成制度」を設け、ブロック塀を撤去して新た
に緑化などを行う場合に、費用の一部を助成して
います。

　公園などの清掃や花壇の手入れをしていただく「み
どりと花のボランティア」を募集しています。区内在
住か在勤の3人以上の団体で1年以上継続して活動して
いただける方の連絡をお待ちしています。
・活動に必要な道具の一部は区で用意します。
・花苗などを購入する費用の助成制度があります。

　土に触れ、野菜などの収穫を楽しみながら緑化を進め
る区民農園（マイガーデン）の貸し出しを行っています。
・マイガーデン南大井（南大井1ー13）
　32区画（1区画10㎡）
※毎年1月に本紙などで利用者を募集します。

　みどりと花のフェスティバルや園芸講座など、みどりに親しめるイベントを開催
しています。開催時期は、本紙などでお知らせします。

　大木や広い面積の樹林のうち、容姿・健康に優れたものを保存樹、保存樹林とし
て指定し、維持管理の一部を区がお手伝いします。

みんなで育むみんなで育む
　みどり豊かなまちづくり　みどり豊かなまちづくり

　高木の枯れ枝などを放置しておくと、枝の落下による
事故につながる恐れがあります。
　日頃から注意し適切な管理をお願いします。

高木をお持ちの皆さんへのお願い

身近な場所にみどりを増やす

近くの公園などの花壇で花を育てる

区民農園で新鮮な野菜をつくる

みどりに親しむ

みどりを守る

みんなで育むみんなで育む
　みどり豊かなまちづくり　みどり豊かなまちづくり

優れた緑化を表彰します
　300㎡以上ある敷地に建物を建てる場合、区が定
めた基準以上の緑化をしていただいています。
　また、その中でも特に優れた緑化を ｢みどりの顕
彰制度｣ により表彰しています。
　27年度の受賞は次のとおりです。

大崎ウィズシティ（大崎2）

ザ・パークハウス
大井町レジデンス
（東大井5）

プラウドタワー
高輪台
（東五反田3）

緑化
大賞

緑化賞

緑化賞

問い
合わせ

公園課みどりの係　☎5742－6799
公園維持担当☎5742－6526

義援金箱設置場所／区役所本庁舎3階総合案内・戸籍住民課、地域センター、
中小企業センター、きゅりあん＊、スクエア荏原＊、メイプルセンター＊、
総合体育館＊、戸越体育館＊
受付時間／月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後5時
※戸籍住民課では、日曜開庁・火曜夜間延長窓口の時間も受け付けています。
＊の施設は開館時間内受け付けています。
○区での被災地への支援物資の受け付けは、現地の受け入れ体制が整っていないなどの理
由により行っていません。

◎　熊本地震の被災者の方への義援金を受け付けています　◎
問い合わせ／総務課☎5742－6624、福祉計画課☎5742－9125

　区では、平成28年熊本地震で
被災された方への支援のため、
義援金箱を設置しています。皆
様のあたたかいご支援・ご協力
をよろしくお願いします。
　お寄せいただいた義援金は、
熊本地震で被災された自治体へ
お届けします。

4月18日㈪、被災した方への支援の
ため、熊本市から援助要請のあった
支援物資のうち飲料水など5品目を
トラック2台に積み込み、被災地へ
搬送しました。

みんなで育むみんなで育む
　みどり豊かなまちづくり　みどり豊かなまちづくり
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　おやこ応急手当講座

いざという時のための応急手当などを品川消防署員から
学びます。
日6月11日㈯午前10時～正午
場品川第一区民集会所（北品川3－11－16）
人区内在住で、4歳以上の親子10組（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
申電話かFAXで講座名、住所、親子の氏名・年齢、電
話番号、託児希望の方はお子さんの氏名・年齢を男女
共同参画センター（☎5479－4104Fax5479－4111）へ

　ひとり親家庭
　「親子さくらんぼ狩り日帰りバス旅行」

日6月19日㈰（大井町駅前午前8時集合・午後6時頃解
散、往復バス）
内さくらんぼ狩りと笛吹川フルーツ公園（山梨県）
持ち物／弁当、水筒、敷物、タオル、着替え

人ひとり親家庭の親子40人（抽選）
￥中学生以上3,000円、4歳～小学生1,500円
主催／品川区ひとり親家庭福祉協議会
申5月17日㈫までに、電話で子ども家庭支援課家庭支援
係☎5742ー6589へ

　「ティーンズミュージカルワークショップ2016」
　参加者募集

歌、ダンス、演劇の総合芸術であるミュージカルを、中高
生の仲間と共に創っていきませんか。初心者向けワーク
ショップを体験した後、作品創りと発表公演に取り組みます。
日5月25日㈬～29年1月の水曜日（月2回程度）
午後5時30分～7時45分
発表公演日／29年1月8日㈰
人区内在住か在学で、小学6年生～高校生約20人（先着）
※詳しくはお問い合わせください。
場申電話で、冨士見台児童センター（西大井6－1－8☎
3785－7834）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 7/17㈰ 9:30～12:30

13:30～16:30
荏原保健
センター 7/ 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6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

　むし歯撃退教室

日6月3日㈮午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、フッ
化物（フッ素）使用法・効果的な歯みが
き（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15人（先着）
場申5月16日㈪から、電話で大井保健セ
ンター☎3772－2666へ
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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）

5月15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）

5月15日㈰

 岩端医院 大　井 1 －55－14 ☎3775－1551
 小林歯科医院 北品川 2 －22－10 ☎3471－3326
 やまとや歯科医院 戸　越 6 －20－23 ☎3781－4945
 つじ接骨院 南品川 2 － 8 －13 ☎3471－0263
 小山接骨院 戸　越 5 －10－ 7 ☎3782－7568

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

5月14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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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 

シニアクラブ
　70代からの簡単料理教室～骨元気メニュー
　缶詰と乾物を使ったカルシウムたっぷり料理
日5月27日㈮午前11時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内すぐできるクリーミーグラタン、青菜と海藻の
サラダ、お豆のスープ、抹茶のデザート
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台ふきん
各1枚
人70歳以上の方30人（先着）
￥800円
運営／品川栄養士会
申5月25日㈬までに、
電話で健康課健康づ
くり係
☎5742－6746へ

軽自動車税は、全額が区の財源として、区民の皆さん
の生活に生かされています。登録などの手続きについ
ては車種により窓口が異なりますのでご注意ください。

軽自動車税を納めていただく方
28年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型
特殊自動車・二輪小型自動車を所有されている方。
※4月2日以降に廃車・譲渡の届け出をしても、今年
度1年分の税金が課税されます。

納付できる場所
◎コンビニエンスストア　◎税務課　◎地域セン
ター　◎銀行・信用金庫などの金融機関（ゆうちょ銀
行含む）
※携帯電話（スマートフォンを含む）でいつでも納付
できる、モバイルレジもご利用できます。
問税務課収納管理係（本庁舎4階）☎5742－6669

28年度軽自動車税の納税通知書軽自動車税の納税通知書を発送しました 税務課税務係（本庁舎4階）
☎5742－6667問

廃車や登録などの手続き
既に所有していない場合や区外へ転居したときは手続きが
必要です。
①車両を廃棄したとき　②車両を譲渡したとき（名義変更・
下取りなど）　③住所や車両の定置場を区外に変更したとき
④車両やナンバープレートを盗まれたとき（警察への届け
出後、区役所などにも届け出が必要です）
125cc以下の原付バイ
ク、小型特殊自動車

税務課税務係
☎5742－6667

126cc以上のオート
バイ

関東運輸局東京運輸支局
東大井1－12－17  ☎050－5540－2030

軽四輪（乗用・貨物）
軽三輪

軽自動車検査協会東京主管事務所
港区港南3－3－7  ☎050－3816－3100

既に廃車・譲渡したにもかかわらず、納税通知書が届いた
方は、手続きが完了していない可能性があります。詳しく
は税務課税務係までお問い合わせください。

軽自動車税納税証明書について
車検の時には納税証明書が必要になります。証明書は税
務課の窓口で発行しています（納税通知書には車検用納
税証明書の欄があります。支払後も保存してください）。
※地域センターでは発行できません。

軽自動車税の減免制度
条例・規則に該当する場合には、軽自動車税が減免され
る制度があります。
減免車両の範囲（一例）／
◎身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方が利用す
る車両（障害の区分によります）　◎車の構造が身体障害
者の方などが利用する仕様になっている車両（昇降装置
など）　◎生活保護を受けている方が利用する車両　
※減免は所有している車両のうち、1台のみ受けられます。
申請期限／5月31日㈫

5月31日㈫は、28年度軽自動車税の納期限です。　期限までに納付をお願いします。
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消費者センター出前講座を
利用しませんか
消費生活相談員がご希望の場所に行き、
消費者トラブルの現状や被害防止の方策
などをわかりやすく解説します。町会や高
齢者クラブ、学校などが自主的に行う学習
会など10人以上でご利用ください。
※時間は30分～2時間程度。DVDなどの
映像を取り入れた講座もできます。
申開催日の21日前までに、消費者センター
で配布する申込書を同センター（大井1－
14－1☎5718－7181Fax5718－7183）へ
FAXか持参　※申込書は区のホームペー
ジからダウンロードもできます。

育児休業代替任期付職員募集
福祉（保育士／児童指導・Ⅱ類） 　電子
人国籍を問わず、平成8年7月1日までに出
生し、28年7月1日現在保育士資格を有し、
都道府県知事の保育士登録を受けている
方15人程度
任用開始／7月1日㈮以降
任期／おおむね6カ月～3年未満
主な勤務場所／保育園・児童センターなど
選考日／6月4日㈯　
選考方法／作文と面接
申込書配布場所／人事課（本庁舎5階）、
地域センター、サービスコーナー
※郵送で請求する場合はお問い合わせください。
申5月23日㈪（必着）までに、実施要綱を
確認のうえ、人事課人事係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6628）へ簡易
書留で郵送か持参

測定器などの貸し出し
騒音計・振動計・放射線測定器の貸し出し
を行っています。
人区内在住か在勤者
貸し出し期間／15日以内
貸し出し方法／電話で貸し出し状況を確
認のうえ、環境課指導調査係（本庁舎6階
☎5742－6751）へ

住宅相談会を開催します
区内施工業者と建築士が、住宅のリフォー
ムや建て替え、耐震改修などに関する相談
を受けます。
日毎月第3水曜日午前10時～午後3時
場本庁舎3階ロビー
主催／品川区住宅耐震化促進協議会
問住宅課住宅運営担当☎5742－6776

障害がある方に
自動車関係の助成をします
●福祉車両の購入・改造費の助成
車いすで容易に乗れる自動車の購入・改造
費用の一部を助成します。
人身体障害者手帳をお持ちで常時車いす
を使用する方
助成金額／車両購入費300,000円　
車両改造費150,000円　
●自動車改造費の助成
重度の身体障害者が自ら運転をするために
自動車の改造が必要な場合に要する費用
の一部を助成します
人上肢・下肢・体幹機能障害1級か2級の方
助成金額／（所得により）133,900円か
66,950円
●自動車運転免許取得費の補助
障害者が自動車運転免許を取得するとき
に要する費用の一部を助成します。
人身体障害者手帳3級以上（内部障害者は
4級以上、下肢・体幹機能障害は5級以上）
か愛の手帳をお持ちの方
助成金額／（所得により）164,800円か
144,200円か123,600円
――――――――　共　通　――――――――
※所得制限など条件があります。詳しくは
お問い合わせください。
問障害者福祉課障害者福祉係（本庁舎3階
☎5742－6707Fax3775－2000）

土壌汚染を防ぎましょう
　東京都の環境確保条例で定められた「有
害物質」を使用する工場などは、作業工程・
貯蔵方法などを工夫・改善し土壌汚染を防
ぎましょう。
　「有害物質」を使用したことのある工場・
指定作業場は、廃止や改築時には土壌汚
染調査を行い区に報告することが義務付け
られています。有害物質には鉛やベンゼン、
トリクロロエチレンなど26物質がありま
す。メッキや塗装、金属加工や、自動車修
理を行う工場、ガソリンスタンド、ドライ
クリーニング店などの多くも調査と報告が
必要です。
　また、3,000㎡以上の敷地内で土地の掘
削を行う時などは東京都へ報告が必要で
す。詳しくはお問い合わせください。
問品川区環境課☎5742－6751
東京都化学物質対策課☎5388－3495

新製品・新技術開発費を助成します
新製品・新技術の開発に必要な経費の一
部を審査のうえ助成します。

申請資格／区内で1年以上継続して事業を
営む計画のある中小製造業事業者
助成金額／成長産業分野＝対象経費の3分
の2（上限500万円）、その他の分野＝対象
経費の3分の2（上限250万円）
対象事業／製品の開発、機械器具または
装置の高性能化・省力化・自動化の開発、
生産・加工・処理のための新技術の開発で、
29年3月までに開発が完了するもの
※開発経費などを負担しない受託開発や、
ソフトウェアのみの開発は対象外。
※詳しくはお問い合わせください。
申込期限／6月30日㈭
問商業・ものづくり課企業支援係☎5498
－6333

講座・講演
子育てサポーター養成講座公開講座
日6月14日㈫午後7時～9時
場旗の台文化センター（旗の台5－19－5）
内「小さな子のそばにいるあなたへ伝えた
い大切なこと」
講師／宮里暁美（お茶の水女子大学教授）
人高校生以上の方50人（先着）　
￥500円
申6月6日㈪までに、往復はがきかFAX、E
メールで講座名、住所、氏名、電話・FAX
番号、参加の動機をふれあいの家－おばちゃ
んち（〠140－0001北品川2－28－19 ☎・
Fax3471－8610 fureai@obachanchi.
org）へ
問子ども育成課育成支援係☎5742－6596

ウェルカムセンター原・交流施設の教室
①クロマチック・ハーモニカで学ぶ楽譜の
読み方
日6月1日～7月13日の水曜日午前10時～
11時30分（全6回）　※6月15日を除く。
￥3,000円
②大人の合奏入門
日6月4日㈯・18日㈯、7月2日㈯・16日㈯
午前10時～正午（全4回）
説明会／5月21日㈯午前10時～11時
￥2,000円
――――――――　共　通　――――――――
人各30人（抽選）
場申①は5月21日㈯、②は5月25日㈬（必着）
までに往復はがきで希望番号①か②、住所、
氏名、年齢、電話番号をウェルカムセンター
原（〠140－0015西大井2－5－21）へ
問同施設☎5742－4660
大井第三地域センター☎3773－2000

環境学習講座「アート鑑賞とエコ：気
楽なコラージュBOX作り」
雑誌などの切り抜きで箱や立体作品を作り
ます。
日6月12日㈰午後2時～4時
講師／大野有紀子（エコアート作家）
人中学生以上の方20人（先着）
持ち物／牛乳パック、雑誌などの切り抜き
場申6月6日㈪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
話番号を環境情報活動センター（〠140－
8715品川区役所第三庁舎☎・Fax5742－
6533）へ　※ www.shinagawa-eco.
jp/からも申し込めます。

しながわ防災学校  防災区民組織コース
地域防災ベーシックコース受講生募集
地域防災力の向上を図るうえで必要な知識・
技能を習得し、地域の防災リーダーを養成
する研修を開催します。
日程 対象　

6月25日㈯ 大崎地区にお住まいの方
7月 2日㈯ 大井地区にお住まいの方
7月 9日㈯ 荏原地区にお住まいの方
7月16日㈯ 品川地区にお住まいの方

7月23日㈯ 八潮地区にお住まいの方
上記日程に参加できない方

※時間は午前9時30分～午後5時。　
※町会、自治会を母体とした防災区民組織か
ら推薦された方と合同で行う研修になります。
場しながわ防災体験館（防災センター2階）
内災害対応に必要な基礎知識、災害発生の
直前・直後の対策、避難生活以降の対策、
地域で取り組むべき対策など
人18歳以上の方各5人（抽選）
申5月31日㈫までに、しながわ防災学校ホー
ムページ（https://bousaigakkou.city.shina
gawa.tokyo.jp）の専用フォームか電話でサ
イエンスクラフト☎6380－9062へ
問防災課啓発・支援係☎5742－6696

品川歴史館古文書入門講座（初級編）
「活字から始める古文書解読」
品川ゆかりの古文書を題材にして、古文書
の読み方をわかりやすく解説します。
日6月17日～7月1日の金曜日
午後6時～8時（全3回）
講師／冨川武史（品川歴史館学芸員）
人16歳以上の方60人（抽選）　￥1,000円
場申5月20日㈮（必着）までに、往復はが
き（1人1枚）に「古文書入門講座」とし、
住所、氏名、年齢、電話番号を品川歴史館（〠
140－0014大井6－11－1☎3777－4060）へ

お知らせ！

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

●演芸・演奏披露
高齢者施設で演芸・音楽演奏など
をします。
日月2回（月～土曜日）
13:00～15:00
場デイサ－ビスセンター友の里旗
の台（旗の台4）
●ハンドマッサージボランティア
高齢者施設で話をしながらハンド
マッサージをします。
日10:00～11:30　※日にちは応相談。
場小規模多機能型居宅介護おもて
なし（北品川1）
●食事作り　ポ
高齢者施設で昼食作りと昼食を一
緒に食べながら話し相手をします。
日10:00～14:00　※日にちは応相談。
場ロイヤル中延（中延5）

●演芸・楽器演奏など　ポ
高齢者施設でレクリエーションの
時間に演芸・演奏をします。
日不定期（月～土曜日）
13:15～14:15
場ドゥライフ品川（南品川5）
●話し相手
高齢者施設で話し相手をします。
日週1回（火・水・金・土曜日）
10:00～12:00
場ぷらりす湯～亀（旗の台4）
●お楽しみクラブのお手伝い　ポ
高齢者施設でレクリエ－ション全
般の補助をします。
日月1回から（火・金・土曜日）
13:30～15:30
場東品川在宅サービスセンター（東
品川3）

27年度は切手956,800枚・カード16,707枚ご寄付いただきました。
ボランティアセンターでは引き続き使用済み切手とカード（未使用の切手・はがき・カード
も可）を回収しています。ご協力よろしくお願いします。
問品川ボランティアセンター（〠140－0014大井1－14－1☎5718－7172）

〇ご寄付いただいた切手・カードの収
益金は区内在住の75歳以上の方にお配
りする「敬老杖」の購入などに充てて
います。

※　 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/

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区内在住
のおおむね60歳以上の方に、区の指定するボラン
ティア活動1回につき、1ポイント（年間50ポイン
ト上限）を付与します。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もできま
す。事前にボランティアセンターなどで申し込み
が必要です。
※詳しくはお問い合わせください。

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5月21日㈯午後2時～3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

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。

使用済み切手・カードの
ご寄付ありがとうございました
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などを定期的に受けましょう

がんをはじめとするあらゆる病気を早期に発見するには、検診や健康診査を定期的に
受けることが大切です。今号では、職場で検診機会のない方を対象に区が実施してい
るがん検診などについてお知らせします。詳しくは、健康課に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。

問い合わせ／／健康課保健衛生係☎5742ー6743

がん
検診

健康
診査

40歳 55歳50歳 65歳 75歳

　大腸がん検診　人40歳以上

　前立腺がん検診　人55歳以上の男性

　肝炎ウイルス検診　人今までに受診したことがない方

35歳

対
象
者
に
通
知

　胃がん検診　人40歳以上　　　　要予約

人40歳以上
※年1回、一般かヘリカルのいずれかを受診できます。
※ヘリカルはペースメーカーを入れている方は受診できません。

　肺がん検診
　（一般コース、ヘリカルコース）

要予約
５
〜
７
月
頃
通
知

　子宮がん検診　人20歳以上の女性（偶数年齢。誕生日前月に受診券などを送付）　　　　　　　　　　　

　20歳からの健康診査　人20～39歳　※28～30年度は16～19歳の女性も受診可。　　　　　　　　　

　障害者歯科健診 人20～39歳で身体障害者手帳などをお持ちの方
※申し込みは、区内歯科医師会へ電話連絡。

受診券が必要です

　乳がん検診　人34歳以上の女性
　　　　　　　　 　（偶数年齢。誕生日前月に受診券などを送付）
　　　　　　　　 　内34～38歳＝超音波検査、視触診　
　　　　　　　　 　40歳以上＝マンモグラフィ検査、視触診、超音波検査
　　　　　　　　 　 ※妊娠中・授乳中などの方、乳房の疾患で治療中・治療後の経過観察中の方、ペースメーカーを入

れている方、豊胸・V-P（水頭症）シャント術などを受けている方は受診できません。

受診券が必要です

要予約

　成人歯科健診　人40・45・50・55・60・65・70歳
　　　　　　　　 　　　※6月頃に受診券などを送付。

受診券が必要です

◎検診などを受診される際は、健康保険証など（本人確認できるもの。受診券を要する検診は受診券も）をご持参ください。
◎事前に予約が必要な場合があります。
◎検診内容により、契約医療機関は異なります。詳しくは区ホームページか送付する通知をご覧ください。

要予約

　国保基本健診　人40～74歳の品川区国民健康保険加入者
場契約医療機関

後期高齢者健康診査
人75歳以上
場契約医療機関

通
知
な
し

５
月
下
旬
通
知

　喉頭がん検診　人40歳以上で、喫煙者、喫煙歴のある方、のどや声に自覚症状がある方  要予約

　胃がんリスク検診　人50・55・60・65・70・75歳
※胃の疾患で治療中の方、胃切除後の
方などは受診できません。
※6月頃に受診券などを送付。

場契約医療機関、各医師会、検診車
本人負担／34～38歳＝500円
40歳以上＝1,000円

場契約医療機関
本人負担／なし
内診察、血液検査、尿検査、血圧測定

場歯科契約医療機関
本人負担／なし
内虫歯・歯周疾患などの健診

本人負担／なし
内虫歯・歯周疾患などの健診

受診券が必要です

　結核検診　人65歳以上

場各医師会
本人負担／1,200円
内バリウムを使った胃部X線直接撮影
※妊娠中、胃の治療中・手術歴があ
る方は受診できません。

場契約医療機関
本人負担／なし
内便潜血反応検査（2日法）

場契約医療機関
本人負担／500円
内血液検査（PSA値測定）

場契約医療機関
本人負担／500円
内喉頭のファイバースコープ検査

場契約医療機関
本人負担／なし
内胸部Ｘ線直接撮影

場一般コース＝契約医療機関、各医
師会
ヘリカルコース＝各医師会
本人負担／一般コース＝なし
ヘリカルコース＝3,000円
※喀

か く た ん

痰検査＝600円。
内一般コース＝胸部X線直接撮影（問
診により必要な方は喀痰検査）
ヘリカルコース＝胸部CT断層撮影
（希望者は喀痰検査も受診可）

場契約医療機関、品川・荏原保健セ
ンター
本人負担／なし
内血液検査（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査）

場契約医療機関
本人負担／700円
内血液検査（ペプシノゲン検査・ピ
ロリ菌抗体検査）

場契約医療機関
本人負担／なし
内子宮頸

けい

部細胞診
※医師が必要と認めた方に子宮体がん
検診を実施。

本人負担／なし
○品川区国民健康保険では、40～74歳の
方に国保基本健診を実施しています。
○75歳以上の方には、後期高齢者健康診
査を実施しています。

問い合わせ／国保医療年金課
40～74歳の国民健康保険加入の方＝保健指導係☎5742－6902
75歳以上の方＝高齢者医療係☎5742－6937
※国民健康保険以外の方は、自分が加入する医療保険者にお問い合わせください。

要予約

品川区国民健康保険・後期高齢者医療
制度加入の方が左記の健康診査を受診
せずに、人間ドックを受診をした場合、
費用の一部を助成しています。詳しく
はお問い合わせください。
問保険事業係☎5742－6675

要予約
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○観光コンテンツの充実／ウオーターフロントや商店街、
歴史めぐりなど、しながわならではの過ごし方を提供する
○情報発信の強化／観光案内拠点を充実させ、情報を一元
的集約し多様な媒体を活用して発信する
○連携による魅力の向上／他地域や区内施設・交通事業者・
関連産業との連携により利便性などを向上する
○魅力的な環境づくり／良好な景観、公共空間の観光活用、
交通・情報インフラの充実、安全・安心な都市の形成など
観光を支える環境を強化する
○しながわ観光を支える体制の充実／外国人観光客の増加
も踏まえた担い手を育成するとともに推進組織への支援を
充実する

区、観光協会、区民、民間事業者、
ボランティアなど各主体の役割を明確にし、観光振興施策に協
働して取り組むための協議会組織を設立する。

大崎駅周辺地区の景観形成は、「目黒川の水辺・
みどりと都市景観が調和した、新しさと安らぎ
のある景観づくり」を目標に、次の方針に基づ
いて進めていきます。
1）目黒川（景観重要公共施設）の水辺を生かし
た、憩いとにぎわいのある景観の形成
2）歩く楽しさを演出する豊かな沿道景観の形成
3）地域のイメージ形成につながる、個性ある景
観の形成
4）良好な景観形成に寄与する公共・公益事業施
設の取り組み
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●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
8人（団体含む）、34件のご意見をいただきました。

主なご意見 区の考え方

現行計画に位置付けられている先導的需要プ
ロジェクトの実施結果については、結果・評
価の検証が必要（現段階では、断定的な評価
は避けるべきである）。

今回のプランを検討するにあたり、現行
プランにおいて実現できたもの、実現で
きなかったものを検証しました。時代の
変化への対応という点から、引き続き実
施・充実するもの、計画外とするものと
に分類しました。

五反田から天王洲までの目黒川舟運の定期便
の設定や、乗船と観光地周遊がセットになっ
た企画乗船券の設定など、「水辺環境を活かし
た観光の充実」を図ると良い。

平成31年に目黒川の観光拠点となる五反
田リバーステーションが完成する予定で
あることも含めて、水辺観光の充実を図
るための検討を行っていきます。

大崎駅西口バスターミナルは日中、全く活か
されていない。バス会社と協議をして区から
ツアーなどを提案すべき。

大崎駅西口バスターミナルの有効活用に
ついては、バス会社や地域の団体と連携
して検討していきます。

2020年オリンピック・パラリンピック東京
大会に向けてクローズアップされている「民
泊」については住環境の悪化を懸念する声も
多いので、認めるのであれば地域住民による
NPO法人が管理することにしてはどうか。

「民泊」については、そのあり方を検討
していきますので、ご意見として参考に
させていただきます。

品川区でどのような観光が求められているか
については調査が必要。

観光統計の整備を進め、観光施策に生か
していきます。

今後新たな協議会を発足させるとすれば、
「実績のある民間および団体」を中心に組
織すべき。オリンピックまでの短い期間で
計画をまとめるには、最初からビジョンを
すでに持っている民間・団体と協議するの
が賢明。

当プラン推進のために発足する品川区
観光振興協議会（仮称）には、参加団
体として地域の活動団体や鉄道会社、
旅行会社など幅広い関係団体が含まれ
ています。各団体間の連携を密にして
課題を検討し、実効性のある観光施策
に取り組んでいきます。

●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
13人の方から14件のご意見をいただきました。

主なご意見 区の考え方
基準案は抽象的な表現でわかりにくいため、ガイド
ラインには具体例を示すなどイメージを理解できる
ものとしていただきたい。

重点地区の運用指針にイラストなどで具体例を挙げ、
理解を深めていただく工夫をしていきます。

ビューポイントからの空の見え方や緑の見え方を加
味してほしい。

景観形成の方針に示してある「橋りょうなどの視点
場からの眺望を意識した景観の形成」のなかで配慮
を求めていきます。

「遠方からも大崎であることが認識できるデザイン」
と書いてあるが、具体的に何をしたいのか全ての地
区で一貫したテーマを定義すべきではないか。

本文を「高層部については、周辺の高層建築物と調和
し、遠方からの眺望に配慮したデザインとする。」とし、
都市景観の形成を目標とした表現に変更します。

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。
「品川区都市型観光プラン」の全文と、お寄せいただいたご意見の概要と区の考え方は、文化観光課（第二庁舎 6階）、区政資料コーナー
（第三庁舎 3階）、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。
「大崎駅周辺地区における景観形成基準」の全文と、お寄せいただいたご意見の概要と区の考え方は、都市計画課（本庁舎 6階）、区
政資料コーナー（第三庁舎 3階）、区ホームページでご覧になれます。

「品川区都市型観光プラン」
を策定しました

品川区景観計画の「大崎駅周辺地区に
おける景観形成基準」を策定しました

区はこれまで、18年3月に「品川区都市型観光アクションプラン」を策定し、これに基づき、様々な取り組み
を行ってきました。策定から10年が経過し、これまでの成果を踏まえつつ、しながわ観光を巡る社会情勢の変
化や新たな課題に対応していくため、今年1月に実施したパブリックコメントのご意見も参考に、「品川区都市
型観光プラン」を策定しました。28年から10年間の基本方針を定め、区の将来像「輝く笑顔　住み続けたいま
ち　しながわ」をめざして、しながわらしさをみがき、伝える都市型観光を推進していきます。

　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。
　大崎駅周辺地区において、地区の特性を生かし、きめ細やかな景観づくりを図るため、地域の皆さんのご協
力のもと「重点地区」の指定に向けた検討を進め、昨年11月から12月に実施したパブリックコメントのご意見
も参考に、「大崎駅周辺地区における景観形成基準」を策定しました。

文化観光課観光担当
☎5742ー6913

都市計画課景観担当
☎5742－6534

問い合わせ

問い合わせ

繰り返し訪れて楽しいまち　しながわ
～日常の生活環境に着目した

官民連携による都市型観光の推進～

品川区都市型観光プラン
のめざすもの

実現に向けた推進体制

概　

要
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認知症サポーター養成講座
日6月7日㈫午前10時30分～正午
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人65人（先着）
申5月31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

子育て支援講座「完璧な親なんてい
ない（NPプログラム）」
誰でも初めての子育てに戸惑ったり、悩ん
だり。みんなで語り合いながら、自分らし
い子育てをみつけてみませんか。
日6月3日～7月8日の金曜日
午前9時30分～11時30分（全6回）
※9月9日㈮にフォローアップ講座を開催。
場東五反田児童センター（東五反田5－24－1）
人区内在住で、初めてのお子さんがおおむ
ね3歳未満の母親15人（先着）
※託児あり（無料）。
￥500円（資料代・お茶代込）
申5月27日㈮までに、はがきかFAX、Eメー
ルで講座名、住所、氏名、電話番号、お子
さんの氏名・生年月日をふれあいの家－お
ばちゃんち（〠140－0001北品川2－28－
19☎・Fax3471－8610 fureai@
obachanchi.org）へ
問子ども育成課育成支援係☎5742－6596

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。
①三味線に合わせて唄う　小唄・端唄
日5月24日～6月28日の火曜日
午後3時30分～5時（全3回）
※全5回のうち3回目からの途中入会。
人12人（先着）　
￥5,400円
②はじめての複音ハーモニカ　
＜シニアグループレッスン＞
日5月24日～6月28日の火曜日
午後3時30分～5時30分（全4回）
※全6回のうち3回目からの途中入会。
人10人（先着）　
￥7,200円（テキスト代別）
③健康気功法
日5月19日～6月23日の木曜日
午後6時30分～8時（全6回）
※全10回のうち5回目からの途中入会。
人18人（先着）　
￥7,800円
④心と向き合う整理収納術　
日5月17日㈫・31日㈫
午前10時～正午（全2回）
人16人（先着）　
￥3,200円（教材費込）
⑤仏像彫刻
日5月18日～6月22日の水曜日
午後1時30分～3時30分（全6回）
※全10回のうち5回目からの途中入会。

人16人（先着）　
￥17,800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

催　し

品川＆早川ふるさと交流～新じゃが
収穫とたき火で焼きじゃがプラン
4月に植えたジャガイモが収穫時期を迎えま
した。たき火で焼いて食べましょう。お土
産として持ち帰ることもできます。
日6月18日㈯～19日㈰、25日㈯～26日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里・コテージ（山梨
県・温泉）　※自炊。
人区内在住の方各20人
￥各3,650円から、小学生2,000円（宿泊費、
プログラム参加費、消費税込）
※区内在住の方は、事前申請により年度内3
泊まで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

品川清掃工場見学会
日5月28日㈯午前10時～11時30分
※現地集合・解散。
内ビデオなどによる説明と施設見学
人50人（先着）
場申5月26日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

P
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ORTLAND  2016
アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市
が厳選した工芸メーカーや地元デザイナー
ズブランドのポップアップ・ストアを開催
します。
日5月21日㈯午前11時～午後7時
22日㈰午前11時～午後5時
場天王洲アイルウオーターフロント特設会
場（東品川2－1）　※詳しくは pop-
uppdx.com/をご覧ください。
主催／ポートランド市開発局ポートランド市開発局
問文化観光課観光担当☎5742－6913

高齢者向け給付金の申請は
お済みですか
申請は7月15日㈮までです。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。

問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☎3787－6230）

〠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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　城南地区太極拳教室
日5月23日～6月20日の月曜日
午後7時～8時30分（全5回）
￥1回100円　
運営／スポクラ・しながわ
場参当日、運動のできる服装で上履き・タオル・飲み物
を持って城南小学校（南品川2－8－21）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　戸越地区バウンドテニス教室
日5月15日～6月26日の日曜日
午後1時30分～4時（全6回）
※6月12日を除く。
￥1回100円　
運営／戸越地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履きを持って戸越小学
校（豊町2－1－20）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　初級ボウリング教室
日6月10日～7月15日の金曜日午前11時～午後0時30分
（全5回）　※6月17日を除く。
場品川プリンスホテル（港区高輪4－10－30）
講師／上原正雄（プロボウラー）
人20人（抽選）
￥6,500円（ゲーム代・靴代込）
申5月27日㈮（必着）までに、往復はがきに「ボウリング
教室」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話
番号をスポーツ協会へ

　鈴ヶ森地区ソフトバレーボール教室
日5月29日～6月19日の日曜日
午前9時30分～正午（全4回）
￥中学生以上の方100円
運営／鈴ヶ森地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履きを持って鈴ケ森小
学校（南大井4－16－2）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　いきいきウオーキング
　～旧東海道とレインボーブリッジ

日5月29日㈰午前9時～正午（ゴール最終受付）
※雨天決行。
コース／城南小学校～芝浦水再生センター～レインボー
ブリッジ～お台場海浜公園
※約7.5ｋｍ。
￥100円
参当日午前9時～9時30分に、費用を持って城南小学校校
庭（南品川2－8－21）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

　9人制クラス別バレーボール大会
日6月12日㈰午前9時から
場戸越体育館　他
種目／家庭婦人
試合方法／クラス別トーナメント戦　※敗者戦有り。
￥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6月1日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ（5月
16日㈪を除く）
※主将会議は6月8日㈬午後7時から総合体育館。

　第67回春季新人優勝卓球大会
日6月19日㈰午前9時から
場総合体育館
種目／シングルス＝一般男子・女子、50歳以上男子・女子、
70歳以上男子・女子、18歳未満男子・女子、初級男子・
女子
ダブルス＝一般男子・女子、合計110歳以上男子・女子、
初級混合
※年齢は29年4月1日現在。
※ダブルスとシングルスの重複に限り1人2種目出場可。
￥シングルス＝1,200円（連盟登録者900円）、ダブルス
＝1組2,000円（連盟登録者1組1,600円）、18歳未満＝1
種目500円
主催／品川区卓球連盟
申5月24日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ（5月
16日㈪を除く）

レッツ スポーツ

この調査は、「統計法」に
基づき実施される国の統
計調査であり、日本の経
済活動の変動や動向を明
らかにするための大規模
かつ重要な調査です。調
査へのご理解とご協力を
お願いします。
調査期日／6月1日現在
調査対象／すべての事業所・企業（農林漁業家など
を除く）
調査方法／①（単独事業所）調査員が訪問し、調査
票配布および回収を行う　②（複数支所を有する企
業）郵送による調査票配布および回収　※どちらの
調査方法においてもインターネット回答が可能。
調査事項／名称・所在地などの基本的な事項のほか、
主な事業の内容、売上（収入）金額等、経理項目など
結果の利活用／各種行政施策の立案や、民間企業の
経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎
資料として活用

●6月7日まで24時間受付の
　インターネット回答をぜひご利用ください
「28年経済センサス ‒ 活動調査」では、インターネッ
ト回答を推奨しています。インターネット回答は、安
心のセキュリティ、24時間いつでも回答可能など、
非常に便利です。

●「経済センサス ‒ 活動調査」をよそおった
　「かたり調査」にご注意ください
不審な訪問者や、電話など、不審に思った際には回
答せず、直ちに地域活動課統計係までご連絡くださ
い。

問い合わせ／地域活動課統計係☎5742－6869

28年経済センサス ‒ 活動調査
にご協力ください

　●講座・講演
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こんなときには 届け出に必要なもの
は
い
る
と
き

品川区に転入したとき （転出証明書）
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき 親の保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

や
め
る
と
き

品川区を転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 保険証、職場の健康保険証
亡くなったとき
（葬祭費の申請は、国保医療年金課の
みで受付します）

保険証、喪主の金融機関の預金通帳、
印鑑、喪主の氏名を確認できるもの（会
葬御礼のはがきか葬儀社の領収証）

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書

そ
の
他

区内で転居、氏名が変わったとき 保険証世帯主が変更、世帯が合併・分離したとき
保険証をなくしたとき・保険証が破
れたとき 本人確認できるもの

※すべての手続きに通知カードかマイナンバーカード（個人番号カード）が必要となり
ます。
◉保険証の交付をお急ぎの方は、「本人確認できるもの」をお持ちください。〔①運転
免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・マイナンバーカード（個人番
号カード）のうち１点、または②郵便物・診察券・預金通帳（キャッシュカード）･
年金手帳･公共料金の領収証のうち３点〕。　◉保険証の記載内容に変更があった場
合は、該当する方全員の保険証を持参してください。変更した保険証に差し替えし
ます。　◉外国人の方が加入する場合には、在留資格･在留期間に一定の要件があり
ます。詳しくはお問い合わせください。◉職場の健康保険に加入したときは、必ず
脱退の届け出をしてください。　◉退職を予定している方は、健康保険任意継続の
制度もあります。詳しくは勤務先の担当者におたずねください。　◉70～74歳の方
は高齢受給者証も持参してください。

こんなときには国民健康保険の
届け出をお忘れなく
問国保医療年金課資格係☎5742－6676

認証保育所保育料の認証保育所保育料の
一部を助成します一部を助成します

年齢 要件 助成方法

0～
2歳児

①児童と保護者が当該月の1日時点で
区内に住民登録があり、実際に居住
している月
②認証保育所に当該月の初日より在
籍し、基本保育時間で月160時間以上
の月ぎめ契約により保育を受けた月
③認証保育所の保育料を支払ってい
る月

差額助成
認可保育園の標準時間保育
料と実際に認証保育所に
払っている基本保育料との
差額を助成（認証保育所
基本保育料のうち上限額
66,000円を超えた分は助
成対象となりません）

3～
5歳児

上記①～③の要件に加え、④認可保
育園の当該月の入園申し込みをして
不承諾となった月

定額助成
認可保育園保育料の所得階
層に応じた定額助成

申6月17日㈮（必着）までに、保育課・認証保育所で配布する申請書を
同課私立支援係認証保育料助成金担当（〠140－8715品川区役所第二庁
舎7階）へ郵送か持参
※認可保育園と認証保育所など、同時に利用契約をしている場合（二重
保育）、保育を受けていない場合などは助成対象になりません。　
※27年度・28年度住民税が区から課税されていない方、所得税分離課税
のある方は、所得確認書類などの提出が必要です。　
※詳しくは認証保育所保育料助成制度のご案内をご覧ください。　
※ご案内と申請書は区ホームページからダウンロードもできます。
問保育課私立支援係☎5742－6723

品川区民活動情報サイト
しながわすまいるネット
に登録しませんか

shinagawa-smile.net/
※区ホームページからもご覧いただけます。

○しながわすまいるネットとは？
文化・生涯学習・スポーツなどの活動に参
加したい方を対象とした、区内で活動して
いる様々な団体の情報を得られる情報サイ
トです。

○しながわすまいるネットに
　登録して、情報発信しませんか？
区は、ゆたかな地域社会づくりをめざして
活動する団体の情報発信を支援します。登
録すると、会員の募集やイベントの告知が
できます（登録要件あり）。

○登録をお考えの方へ
しながわすまいるネットは、区内で
活動するＮＰＯ法人5団体が「しなが
わすまいるネット運営委員会」を組
織し、品川区の委託を受けて運営し
ています。運営委員会は、週2回の相
談業務と隔月の操作講習会（どちら
も事前予約制）を無料で行っていま
す。すまいるネット登録団体には操
作方法や活用方法を、登録検討中の
方には登録方法を指導します。

しながわ

すまいる
ネット

■操作講習会のお知らせ
会場 日程　※午前・午後の2回制。

中小企業センター（西品川1－28－3）5月28日㈯、29年1月28日㈯、3月4日㈯
こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）7月30日㈯、9月24日㈯、11月26日㈯
人すまいるネット登録団体と登録検討中の方各回20人（先着）
申電話で、同運営委員会へ　※詳しくはお問い合わせください。

問地域活動課協働推進係☎5742－6693（登録について）
しながわすまいるネット運営委員会（月・木曜日午後1時～5時）☎3790－2330（操
作方法について）

日8月20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）
￥2,000円、中学生以下1,000円（全席指定）
発売開始／5月20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）へ
　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。
※3歳以下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

カンジヤマ・マイム
おしゃべりなパントマイム
奇想天外な発想と驚異的な身体表現がおりなす舞
台。大爆笑と驚き、感動の涙！

 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㈭

※1・5月を除く。 14:00～17:00

◉5月12日は
　「民生委員・児童委員の日」です
大正6年5月12日に民生委員制度の源と
いわれる岡山県済世顧問設置規程が公
布されたことにより、全国的に「民生
委員・児童委員の日」と定められました。

◉平成29年に100周年
　を迎えます
民生委員制度は、平成29年に制
度創設100周年を迎えます。こ
れからも住民に寄り添い、安全で
安心な福祉のまちづくりをめざして、
関係機関と連携しながら活動していき
ます。

◉民生委員・児童委員とは？
民生委員・児童委員は民生委員法およ
び児童福祉法に基づき地域の中から選

ばれ、厚生労働大臣が委嘱します。民
生委員・児童委員のなかに児童福祉を
専門に担当する主任児童委員もいます。

◉民生委員・児童委員の活動
民生委員・児童委員は介護の悩みや子
育ての不安、経済的困窮による生活上
の心配ごとなど、福祉に関するご
相談に応じます。相談内容によ
り、区や関係機関を紹介し、必
要な支援につなげていきます。

◉お気軽にご相談ください
民生委員・児童委員には守秘義務があ
ります。相談内容の秘密は守られます
ので安心してご相談ください。
お住まいの地域を担当する民生委員・
児童委員については下記にお問い合わ
せください。

民生委員制度は100周年を迎えます民生委員制度は100周年を迎えます

問い合わせ／／福祉計画課☎5742－6708

“はじめて”＠議会報告会
来て見て聴いて、議員とともに区政を語りましょう。あなたの「もっと知り
たい！」に直接お応えします。
日5月31日㈫午後6時30分～8時30分（午後6時開場）
内議会のしくみ、議会改革の取り組み、委員会報告、議員との意見交換会
場参当日、直接きゅりあん（大井町駅前）へ
※手話通訳・要約筆記・保育スペースあり。
問区議会事務局（☎5742－6808Fax5742－6895）

　国保に加入するときや、やめるときは14日以内に届け出が必要です。国保医療年金課（本
庁舎４階）・品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第一・荏原第四・八潮の各地域センター
で手続きをしてください。
　保険料は資格取得日からかかります。加入の届け出が遅れると、さかのぼって保険料が請
求されます。ただし、届け出前の医療費は全額自己負担となります。



しながわ水族館“ゆる展”

3月19日㈯～5月9日㈪、しながわ水族
館で「ゆる展～田辺画伯とゆるい生き
物のシュールな出会い～」を開催。来
館者は、笑顔で田辺誠一画伯のイラス
トを指さし喜んでいました。

● 国保基本健診
● 大使館・領事館紹介
● 区民活動の助成

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　5月21日号

　

平成28年（2016）

5/11
1998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。

3月23日㈬、品川区国際友好協会で知的障害者の書「友
好」の贈呈式を実施。式に立ち会った品川区障害者七
団体協議会会長は「これからも障害者の活動を広く紹
介していただきたい」と障害者への理解を訴えました。

知的障害者の書を品川
区国際友好協会へ寄贈

3月27日㈰、戸越銀座商店街で戸越銀座通り電線類地
中化完成記念式典を実施。同商店街連合会の山村会長
は「空が抜けてとても見通しがよくなりました。これ
からも買い物を楽しんでください」と挨拶しました。

戸越銀座通り電線類
地中化完成記念式典

4月2日㈯、東品川公園のリニューアルオープン記念式
典とオープンイベントを開催。改修工事が終わり、公
園のリニューアルオープンを待ち望んでいた地元の親
子連れなどが大勢駆け付けました。

東品川公園
リニューアルオープン

3月9日㈬、荏原保健センターで「男の料理教室～元
気に暮らすための食事について～」と題した料理講習
会を開催。荏原第一地区の町会長と町会役員、健康づ
くり推進委員の総勢25人が参加しました。

「男の料理教室」開催

3月26日㈯、法政大学多摩キャンパス（町田市）でホッ
ケー観戦ツアーを開催。2020年オリンピック・パラ
リンピック開催に向け機運醸成を図ることが目的で、
区民約50人がホッケーの魅力を直接体感しました。

春休みホッケー体験・
観戦ツアー

3月25日㈮、品川児童学園でお別れ式を実施。同学園
は31年に開設が予定されている「（仮称）品川区立障
害児者総合支援施設」に生まれ変わるため、改築工事
期間中はこみゅにてぃぷらざ八潮に移ります。

品川児童学園お別れ式

3月30日㈬、スクエア荏原でしながわ環境啓発ミュー
ジカル“NOW BEGINS AGAIN（ナウ ビギンズ アゲイン）”を
上演。演じたのは公募により選ばれた小学生15人。昼・
夜ともに観客から大きな拍手を送られました。

しながわ環境啓発
ミュージカル

3月30日㈬、区はベネッセパレット、品川区社会福祉
協議会との三者間で「民間企業と連携した高齢者等地
域見守りネットワーク事業」に関する協定を締結。計
15事業者で同事業を展開することとなりました。

高齢者等地域見守り
ネットワーク

品川区役所 屋上階リニューアル

4月1日㈮、本庁舎屋上がリニューア
ルし、ルーフガーデンとしてオープン。
展望台からは臨海方面を一望できるほ
か、天気が良ければ遠くに富士山も眺
めることができます。

しながわパパママ応援アプリ

4月1日㈮、区は子育て情報に特化し
たスマートフォン用アプリ「しながわ
パパママ応援アプリ」のサービスを開
始。他の子育て関連アプリにはない独
自サービスも配信します。

高校生ビジネスプラン

3月17日㈭、「第3回 想像力、無限大∞ 高
校生ビジネスプラン・グランプリ」でグ
ランプリを獲得した河崎奎太さんが区長
に受賞を報告。河崎さんは青稜高等学校
在学時にコンテストに応募しました。

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。

総合窓口電話／3777－1157
※外来種の目撃情報もお待ちしています。

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
設置などの相談は総合窓口へ


