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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

区民の皆さんの暮らしと共に、
歩み続ける広報紙

第1号
「本年三月十五日都の区域統合によっ
て本区は品川荏原両区を合併し～」の
鏑木忠正区長（当時）の挨拶文で始ま
る広報紙第1号。印刷は活字ではなく、
手書きによるガリ版刷りです。

昭和22年10月30日号

第1016号
毎月1・15日の2回発行でしたが、昭和55年
4月から、1・11・21日の月3回の発行に変更。
さらに平成3年からイメージアップ運動を開始
し、7月1日号からは1色刷りを2色刷りに。さ
らに1日号1面では企画記事をスタートさせ、4
色刷りの紙面を導入しました。

平成3年7月1日号

平成27年4月より全号でカラーページを導入しました
（4色4ページ、2色4ページ）。

第1952号 平成27年4月11日号（8面）

4月1日号から始まった「品川昔ばなし」。区内に残る
昔話を、テレビ「まんが日本昔ばなし」の演出・作画・
美術を担当した童絵作家・池原昭治氏のイラストと
共に紹介しました。

第1634号 平成19年6月1日号

第1997号
平成28年5月1日号

20002000号号をを迎えて迎えて

いつも「広報しながわ」を
ご愛読くださり、ありがとうございます

　「広報しながわ」は、
戦後、昭和22年に「品
川区政ニュース」として
創刊し、今号で2000号
を迎えることとなりました。創刊時には手書き
のガリ版刷りに始まり、今では毎号写真やカ
ラーページを含む紙面となり、この間の印刷
技術の進歩には隔世の感があります。
　しかし、どんなに時代が変わっても、区民
の方に区政をわかりやすくお伝えすること、区
民の皆さんが地域でいきいき活動するための
情報を提供することで、区民の皆さんと区の
協働によるまちづくりを進めていくという「広報
しながわ」の使命は変わりません。
　2020年東京オリンピック・パラリンピックも4
年後に迫ってきました。国際化への対応や観
光、文化・スポーツの振興、すべての人にやさ
しいまちづくりなどを積極的に推し進め、未来
に向け、子どもたちへの夢のバトンタッチをし
てまいりたいと考えています。
　そして、区民の方が区に一層の誇りと愛着
を持ち、住み続けたいと感じ、さらに、区外
の方が品川区への興味
を抱き、訪れ、住んでみ
たいと思えるまちを、皆
さんと共に創りあげてま
いります。
　これからも区民の皆
さんと区政を結ぶパイ
プ役として、親しまれ
る広報紙を発行してま
いります。

品川区長　濱野　健
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第500号
「品川区政ニュース」から「品川区広報」（昭
和34年4月～）、そして「広報しながわ」（昭
和43年4月～）と名称を変えて迎えた500
号です。

昭和53年2月1日号

名称が「広報しながわ」に

カラー紙面が登場

第1472号
「しながわ浮世絵紀行」は、品川歴
史館所蔵の浮世絵から江戸時代の
品川の風景を紹介。解説は小林忠
氏（現：国際浮世絵学会会長）に依
頼しました。

平成15年6月1日号

品川歴史館所蔵の
浮世絵を紹介

ふるさと・しながわを
再発見

全号4ページがカラーに

記念すべき第1号を発行
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2016年6月1日号2 2016年6月1日号2 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

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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  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）

6月5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）

6月5日㈰

 ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
 天王洲パークサイドビル
 歯科 東品川 2 － 5 － 8 ☎5462－2030

 にいや歯科医院 戸　越 4 －11－17 ☎3787－0202
 ケアステーション鍼灸・
 整骨院 大　井 1 －45－ 4 ☎3771－2727

 武石接骨院 豊　町 2 －17－ 8 ☎3781－4450
  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

6月4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

行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！
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応 急 診 療 所
小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

医療機関の24時間案内
●東京都保健医療情報センター （ひまわり）　 ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎5272－0303 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323 

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

　二人で子育て（両親学級）

日6月28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6月21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6月2日㈭から、電話で荏原保健セ
ンター☎3788－7015へ

　4・5歳児歯科相談とフッ化物塗布

4・5歳児の希望者にフッ化物塗布、ブラッ
シング指導、歯科衛生相談を行います。
日6月11日㈯午後1時～3時
人4・5歳のお子さんと保護者
※保護者のお口の健康度テスト（先着70
人）も実施。
場参当日、直接きゅりあん（大井町駅前）へ
問健康課保健衛生係☎5742－6745

　40代からの健康塾

コース 曜日 時間 定員（抽選） 会場
A 金 13:15 各25人 品川健康

センターB 土 10:30
C 火 19:45 20人 荏原健康

センターD 水 11:20 30人
※時間は1時間。　※Dは運動量の多いコース。
日8～11月（全14回）
人生活習慣病の改善に取り組む40歳以上
の方
￥各3,200円
申6月12日㈰（必着）までに、往復はが
き（1人1コース1枚）で講座名、コース、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号
をA・Bは品川健康センター（〠140－
0001北品川3－11－22☎5782－8507）、
C・Dは荏原健康センター（〠142－0063
荏原2－9－6☎3788－7017）へ　
※入金後のコースの変更・振り替え・返金・
譲渡は不可。

　3歳児のフッ化物塗布

日8月31日㈬まで
人平成24年7月1日～25年6月30日生ま
れのお子さん　※対象者に受診券を送付。
場参受診券と健康保険証を持って、区内
契約歯科医院へ
問健康課保健衛生係☎5742－6745

　難病の方のためのリハビリ教室

日6月16日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリと交流
講師／伊藤重忠（理学療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
の神経難病の方と家族20人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

　難病の方のための音楽療法

日6月23日㈭午後1時30分～3時30分
内合唱合奏を通した心身のリフレッシュ
講師／藤井洋平（音楽療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
の神経難病の方と家族30人（先着）
持ち物／飲み物
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　成人歯科健康診査

日29年3月31日㈮まで
人区内在住で29年3月31日現在、40歳、
45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70
歳の方　※対象者に受診券を送付。
場参受診券と健康保険証を持って、区内
契約歯科医院へ
問健康課保健衛生係☎5742－6745

　食に関する相談

子育て中の食の悩みから高齢者の食生活
まで栄養士がアドバイスをします。

日時 会場
6/20㈪

12:00～15:00 啓発展示室（第二庁舎3階）

6/8㈬
13:00～16:00

武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

※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。
申当日、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

　プレママ・プチママタウン1

産前産後のヨガエクササイズと交流会を
行います。
日6月18日㈯午前10時30分～正午
講師／①二井家直子②渡部朋子（ヨガイ
ンストラクター）
人区内在住で運動制限のない、初めての
妊娠22週以降の方各10人、初めてのお
子さんが0歳児の母親各10人（先着）
※0歳児は託児あり。
場申電話か直接、①は旗の台児童センター
（旗の台5－19－5☎3785－1280）、②は
水神児童センター（南大井5－13－19☎
3768－2027）へ

　母乳相談

日6月15日㈬午後2時15分～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親10人
（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　難病リハビリ教室と交流会

日6月27日㈪午後1時30分～3時30分
内作業療法士の体操指導と情報交換会
人パーキンソン病など神経難病患者と家
族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

　ぜん息健康教室

　夏季ジュニアゴルフ教室（初心者・初級者向け）

日7月31日㈰～8月6日㈯午前9時45分～午後3時15分（全7回）
場荏原平塚学園（平塚3－16－26）
内医師・看護師による健康チェックのもとでの水泳指導、臨床心理士によるカウン
セリング、医師によるぜん息学習会など
人区内在住で、小・中学生のぜん息児40人（事前アンケートにより選考）
※受付後、事前アンケートを送付します。※昼食持参。
申6月24日㈮（必着）までに、はがきかFAXで教室名、住所、参加者の氏名・生年
月日（学年）、保護者の氏名・電話番号を健康課公害補償係（〠140－8715品川区
役所☎5742－6747 Fax5742－6883）へ

コース 対象 日時（全8回） 費用 定員
（抽選） 会場

JA 小・
中学生

7/7 ～9/8 木 17:00 ～18:00 各
16,800
円

各6人

加藤農園
ゴルフリンクス

（大田区新蒲田3－
12－2）JB 7/8 ～9/9 金 18:45 ～19:45

※費用は、貸しクラブ・ボール代込。
申6月15日㈬（必着）までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、学校名、学年、ゴルフ経験の有無をスポーツ協会へ

6月の区議会
議会運営委員会／22日㈬午前10時30分
本会議／23日㈭午後1時、24日㈮午前10時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
27日㈪・28日㈫午前10時
行財政改革特別委員会／29日㈬午前10時
オリンピック・パラリンピック推進特別
委員会／30日㈭午前10時
※傍聴券は、開会の1時間前から配付しま
す。なお、傍聴者数には限りがあります。
問区議会事務局☎5742－6809

教科書展示会を開催します
29年度使用予定の教科書の法定展示を行
います。
日6月17日㈮～7月2日㈯
午前9時～午後5時　
※日曜日を除く。
場教科書センター（西五反田6－5－1教育
総合支援センター内）
問教育総合支援センター教育事務係
☎3490－2005

第1回品川区子ども・子育て会議を
傍聴しませんか
日6月16日㈭午後2時～4時
場第一委員会室（議会棟6階）
内子ども・子育て計画の27年度実施状況
など
人10人（先着）
傍聴方法／当日午後1時30分から、会場
前で傍聴券を配付　
○託児希望の方は前日までに電話で子ど
も育成課へ。
問子ども育成課庶務係☎5742－6720

「マイナンバーカード」交付窓口
開設時間延長のお知らせ
9月29日㈭まで、平日の交付窓口開設時
間を延長しました。なお、受け取りにつ
いては電話（ 0570－66－6825）か
インターネットでの予約が必要です。
開設時間／月～金曜日（祝日を除く）午
前8時30分～午後7時
日曜日（第3を除く）午前8時30分～午後5時
問戸籍住民課個人番号カード担当
☎5742－6658

お知らせ！

※重病の方は119番をご利用ください。
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レッツ スポーツ
　荏原地区サンデーテニス教室 ＊
日6月12日～7月17日の日曜日（全6回）
小・中学生＝午後4時～5時、一般＝午後5時～6時15分
人小学校4年生以上の初心者の方
￥1回300円、小・中学生100円（保険料込）　
運営／荏原Ｂ地域スポーツクラブ
場参当日、運動のできる服装で中延小学校（中延1－
11－15）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　鈴ヶ森地区バドミントン教室 ＊
日6月19日～7月17日の日曜日
午前9時～正午（全5回）
￥100円　※中学生以下は無料。
運営／鈴ヶ森地区スポ・レク推進委員会
場申当日、運動のできる服装で、上履き・タオル・飲
み物を持って浜川小学校（南大井4－3－27）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　第1回バスケットボール大会
日6月25日㈯・26日㈰、7月3日㈰・9日㈯・16日㈯・
23日㈯
場総合体育館､ 戸越体育館
種目／男子1部・2部､ 女子の部
内トーナメント戦
￥13,000円、登録チーム8,000円
申6月11日㈯午後5時までに、費用を持ってスポーツ協
会へ　
※代表者会議は、6月15日㈬午後7時から総合体育館。

　第2回バドミントン大会
日7月3日㈰午前9時から
場総合体育館
種目／①クラス別シングルス戦、②年齢別ダブルス戦
（男子40代・50代）（女子30代、40代A・B、50代A・B）
内予選リーグ、決勝トーナメント戦
￥1人2,200円、協会登録者1,500円
主催／品川区バドミントン協会
申6月15日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　八潮地区太極拳教室
日6月7日～28日の火曜日午後7時～9時（全4回）
￥1回100円　運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
場申当日、運動のできる服装で、上履き・タオル・飲み
物を持って明晴学園（八潮5－2－1）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　夏季水泳指導員養成講習会・検定試験
●講習会（全3回）
日6月25日㈯午後6時30分～9時20分・26日㈰午後5
時30分～8時50分、7月10日㈰正午～午後5時
●検定試験
7月18日㈷午前9時～午後3時30分
内実技＝100ｍ個人メドレー泳形審査：男1分40秒、
女1分50秒以内（年齢加算あり）、潜行15ｍ
学科＝指導法、指導員心得、安全と救命法など

──────────共　　通──────────
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）、総合体育館
人18～55歳の各種泳法にたん能で健康な方10人（先着）
￥2,500円（プール入場料・テキスト代別）
※検定試験合格者に認定証を授与、品川区水泳連盟公
認指導員として品川区水泳連盟に登録。
主催／品川区水泳連盟
申スポーツ協会で配布する募集要項を確認の上、6月
15日㈬までに費用を持ってスポーツ協会へ

　スポーツ講習会　みんなのラジオ体操講座
正しく行うと効果倍増です。
日7月2日㈯午後2時～3時30分
場総合体育館
講師／平岡亮一（日本体操研究所健康運動指導士）
人小学生以上の方30人（抽選）
￥530円、小・中学生280円（保険料込）
申6月15日㈬（必着）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号をスポー
ツ協会へ

　第66回品川区民スポーツ大会（夏季）
　第15回スローピッチソフトボール大会
日7月3日～31日の日曜日
場品川南ふ頭公園野球場（東品川5－8）
内7回戦・トーナメント戦
人区内在住か在勤の18歳以上（10～15人）で構成す
る20チーム（抽選）
￥1チーム3,000円
申6月17日㈮までに、はがきかFAXに「ソフトボール
大会」とし、チーム名、代表者の住所・氏名・電話番
号をスポーツ協会へ
※代表者会議は、6月26日㈰午後1時30分から八潮地
域センター（八潮5－10－27）。

女性相談員による面接相談
1人で悩まず、ご相談ください（男性も可）。
●法律相談
日7月6日㈬・12日㈫午後1時～3時30分、
25日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日7月28日㈭午後1時～4時
●ＤＶ（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日7月1日㈮・15日㈮・22日㈮・29日㈮
午後1時～4時、8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　　
※相談室の入室は当事者のみです。
※託児はありません。

6月1日は全国一斉「人権擁護委員の日」
人権擁護委員は、地域住民の中から人権
擁護に理解のある方を区長が推薦し、法
務大臣が委嘱します。
＜区の人権擁護委員＞
野田律子（東品川）　小原愉里（東品川）
須藤耕二（東大井）　松井一雄（東大井）
大西英敏（大井）　　森田和枝（西大井）
海沼マリ子（平塚）　 冨沢敦子（戸越）
松尾和英（小山台）
●人権身の上相談を行っています
日第1・3火曜日午後1時～4時
申相談日1週間前の午前9時から、電話で
☎3777－1111（代表）へ
問広報広聴課区民相談室☎3777－2000

28年度国民年金の受給額が決まりました
28年度受給額は27年度とほぼ同じ金額
となりますが、月額で数円の増減が生じ
ます。詳しくは日本年金機構から送られ
る年金額改定通知書で確認してください。
●老齢基礎年金（年額）
780,100円（満額）
●障害基礎年金（年額）
1級障害＝975,125円、2級障害＝780,100円
※お子さん（18歳の誕生日後、最初の3
月31日まで。障害者の方は20歳未満ま
で）がいる場合の加算額は1・2人目は各
224,500円、3人目以降は各74,800円です。
●遺族基礎年金（年額）
子1人のいる配偶者が受ける場合＝1,004,600円
子が受ける場合＝780,100円　
※お子さん（18歳の誕生日後、最初の3月
31日まで。障害者の方は20歳未満まで）
が2人以上いる場合の加算額は2人目は
224,500円、3人目以降は各74,800円です。
問品川年金事務所☎3494－7831

就学相談をご活用ください
お子さんの就学にあたり、発達などのこ
とで心配や不安のある方の相談を受け付
けています。就学相談員や医師などの専
門家が相談に応じます。お子さんが楽し
く充実した学校生活を送れるよう、ぜひ
ご活用ください。
受付期間／6月15日㈬～11月30日㈬
人29年4月に①区立小学校・義務教育学
校（前期課程）の1年生になるお子さん②
区立中学校・義務教育学校（後期課程）
の7年生になるお子さん③都立盲学校・ろ
う学校・特別支援学校の小・中学部に入
学を希望するお子さん
申6月15日㈬から、電話か直接教育総合
支援センター特別支援教育係（西五反田
6－5－1☎5740－8202）へ

28年経済センサス－活動調査実施中
6月7日㈫まで24時間受け付けの便利なイ
ンターネット回答をぜひご利用ください。
なお、調査票を調査員に直接提出するこ
ともできます。ご回答いただいた内容は、
「統計法」に基づき、適正に管理されます。
ご理解とご協力をお願いします。
問地域活動課統計係☎5742－6869

図書館　環境月間ブックフェア
図書館では6月に、環境をテーマとした本
の展示・貸し出しを行います。
日6月30日㈭まで
図書館 テーマ

品　川 3R～リデュース、リユース、リサイクル
二　葉 エコロジー・シンプルな生活を送る
荏　原 身近なエコ
南大井 身近な環境から見直してみよう
源氏前 地球で暮らす
ゆたか 地球 i

イズ

s b
ビ ュ ー テ ィ フ ル

eautiful ～美しい地球～
大　井 みんな生きている
五反田 みんなでできるE

エ コ

CO

大　崎 身近なところから考えよう環境問題・エコ生活
八　潮 自然に親しむ
問品川図書館☎3471－4667

臨時職員（保健師、看護師）募集
日6月10日㈮から　
※勤務日数・期間については相談に応じ
ます。
勤務場所／荏原保健センター（荏原2－9
－6）
※詳しくはお問い合わせください。
問同センター保健担当☎3788－7016

清掃事務所アルバイト募集
日7～9月の月～土曜日　※祝日を除く。
午前7時40分～午後4時25分
※勤務期間・勤務日は相談に応じます。
内ごみの収集作業補助
日給／9,200円　※交通費支給。
人若干名（選考）
問品川区清掃事務所事業係
☎3490－7051
 
（仮称）上大崎特養ホームの介護・
看護スタッフを募集します
29年7月開設予定の個室ユニット型特別
養護老人ホームです。
所在地／上大崎3－10－7
給与／ケアスタッフ＝常勤（202,500円
～254,000円手当含。シフト制）、パート
職員（時給1,200円～手当含）
看護職員＝常勤（231,500円～342,000
円手当含。シフト制）、パート職員（時給
1,500～2,000円手当含）
※面接日、入社日は応相談。
運営・申込先／愛生福祉会（☎6447－
7330　 www.aiseifukusikai.jp）
問福祉計画課施設計画担当
☎5742－6738

登録ヘルパー募集
大崎地区周辺の在宅高齢者の介護をします。
人介護初任者研修取得（旧ヘルパー2級）
の方10人程度（選考）
時給／1時間サービス1,500円から、30分
サービス1,000円から　
※勤務時間は個別に相談します（1日1件
からでも可）。
※資格取得資金補助制度あり。
場申6月30日㈭までに、電話でさくら会
西五反田（西五反田3－6－6☎5434－
7831）へ
　

コース 対象 日時（1回1時間全8回） 費用 定員
（抽選） 会場

A

初級者
中級者

7/31～10/2 日 19:40 19,600円

各6人

馬込ゴルフガーデン
（大田区北馬込1－30－4）

B 8/1～10/3 月 13:00
各

19,000円
C 14:10
D 8/2～10/4 火 19:00
E 7/28～9/29 木 14:00
F 初心者
初級者
中級者

7/4～9/12 月 16:00 各
19,000円 加藤農園ゴルフリンクス

（大田区新蒲田3－12－2）
G 19:00
H 7/5～8/30 火 14:30
I 7/9～9/10 土 11:45 20,000円

　夏季ゴルフ教室　

※費用は、貸しクラブ・ボー
ル代込。
※A～Eの最少催行人数は各
4人。
申6月15日㈬（必着）までに、
往復はがきで教室名、コース
（第3希望まで）、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を
スポーツ協会へ

求　人

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

＊選挙投票日を除く。
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　8～11月総合体育館コース型プログラム

コース No. 曜日 開始時間 定員
かんたんエアロ60 1 月   9:15

各
35人

ストレス解消！のびのび体操 2 12:35

中高年の健康運動　★ 3 水 14:25
4 木 16:00

朝の健康体操 5
金

  9:15
肩こり・腰痛解消体操 6 11:35

脂肪燃焼エアロ60 7 15:30
8 月 19:45

ステップ＆スーパー引き締め 9 11:20 各
30人10 水   9:15

キッズダンス（５～９歳）　★ 11 月 17:05 各
20人12 水 17:00

ジュニアダンス（8～12歳） 13 木 17:15
 （1歳） 14 金 12:55 各

20組親子で頑張ろう （2歳） 15 土 12:10
 （3～5歳11カ月） 16 13:20
グループパワー（バーベル筋トレ） 17 水 20:00 25人
グループセンタジー（ヨガ＆ピラティス） 18 月 13:50 各

35人初めてパンチングフィットネス 19 火 19:45

コース No. 曜日 開始時間 定員
パンチングフィットネス 20 木 19:45

各
35人

はじめてHIPHOP 21 日 10:30

はじめてフラダンス
22 火 14:10
23 木 12:30
24 金 17:05

ステップアップフラダンス 25
火

13:00
はじめて太極拳 26 15:20
ステップアップ太極拳 27 16:30
かんたんピラティス 28 水 15:40

ピラティス 29 木 18:30
30 土 15:40

骨盤調整エクササイズ 31
木

14:45

リフレッシュヨーガ　★

32 9:15
33 11:20
34

金
10:25

35 14:15
36 18:30
37 土 19:45
38 日 12:45

人15歳以上の方（抽選）　※No.11～16・106～109は除く。
場申6月12日㈰午後5時（必着）までに、往復はがき（1コース1枚）でコース、No.、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、区内在勤か在学の方は会社名・学校名と
所在地・電話番号、No.11～16・106～169はお子さんの氏名（ふりがな）・生年月日
を、No.1～38は荏原健康センター、No.51～359は品川健康センターへ

荏原健康センター（〠142－0063荏原2－9－6☎3788－7017）　

8～11月（全15回  ※木曜日は全14回）

コース No. 曜日 開始時間 定員

体
操
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

かんたんエアロ60 51 水 13:15 40人
シェイプ＆ストレッチ 52 20:00 35人
モーニングストレッチ 53 火 9:30 25人
健康リズム体操 54 13:15 35人
はじめて健康体操 55 木 15:45

各
25人

姿勢改善でカラダ快調 56 水
10:45肩こり・腰痛解消教室 57 月

58 木

筋肉トレーニング　★ 59 日 9:15
60 10:25

身体メンテナンス 61 月 12:30
62 木 18:45

インナービューティー骨盤ケア 63 10:45
ボクシングフィットネス 64 土 19:30 45人

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

骨盤ストレッチ 66 火 19:00 20人
やさしい一楽庵太極拳 67 水 9:45 40人
はじめて太極拳 68 火 13:00 20人

やさしい気功 69 月 9:30 各
40人70 火 10:45

リフレッシュヨーガ　★

71 11:15 各
27人72 水 9:15

73 19:50
74 木 20:00 各

50人75 金 9:50
76 20:00
77 土 14:15 各

27人78 18:30
アロマヨーガ 79 木 20:00

各
25人

骨盤ピラティス 80 水 14:30

ピラティス

81 12:00
82 月 11:15
83 水 18:50
84 木 12:00

骨盤調整ピラティス 85 月 20:00

バ
レ
エ

はじめてクラシックバレエ 86 火 18:50 各
40人 （初級）クラシックバレエ

 （初中級）

87 金 11:10
88 土 12:35
89 17:00

各
20人

ダ
ン
ス

はじめてフラダンス
90 月 15:45
91 火 19:50
92 金 14:30

ステップアップフラダンス 93 月
94 火 18:40

フィットネスフラダンス 95 土 16:00
はじめてタップダンス 96 水 18:40
フラメンコ入門 97 月 19:30
フラメンコ初級 98 木 19:00

ベリーダンス 99 金 19:50 各
21人100 土 14:00

はじめてジャズダンス 101 月 20:45
各
20人

はじめてHOUSE 102 火 20:15
ジャンベをたたいて踊ろう！！ 104 日 17:00
はじめてヒップホップ 105 金 19:00

コース No. 曜日 開始時間 定員

親
子
（
親
１
人
・
子
１
人
で
１
組
）

ベビーヨーガ　★
（2カ月～1歳５カ月）

106 月 13:45

各
21組

107 火 10:00
108 木 9:30
109

金
10:30

ベビーマッサージ・芽育ストレッチ
（1カ月半～7カ月） 110 13:00

赤ちゃん親子・ママビューティー　★
 （1カ月半～11カ月）

111 月 12:00
各
20組

112 火 13:10113 水
114 木 14:30

赤ちゃん親子・産後ビューティー
（1カ月半～7カ月） 115 水 12:00 30組

ベビママ with ストレッチ
（1カ月半～12カ月） 116 木 15:40 21組

ママとベビーのフィットリトミック ★
（8カ月～１歳６カ月）　　　　　 

117 火 12:00 30組
118 水 14:20

各
20組

119 木 12:00
120 13:15
121 金 11:45

よちよち親子・ママビューティー　★
（1歳～２歳６カ月）

122 月 13:15

各
21組

123 水 12:00
124 金 9:30

わんぱく親子・ママビューティー　★（2～5歳11カ月）
125 火 11:45
126 水 10:45

わんぱく親子・体操名人（2～5歳11カ月）127 木 12:00 30組
わんぱく親子・元気家族（2～5歳11カ月）128

土

11:20 20組

よちよち親子・元気パパ（1～3歳11カ月） ★
129 10:00

各
21組

130 11:45
わんぱく親子・元気パパ（3～7歳11カ月） 131 13:00
親子・ （1～4歳11カ月）
元気ファミリー　　

★
 （3～6歳11カ月）

132 日 11:00
133 12:10

ママダンス with ベビー （1～3歳11カ月）134 月 10:00
親子で楽しく！フラダンス （3～12歳11カ月） 135 土 12:35 23組

子
ど
も
体
操
・
ス
ポ
ー
ツ

ヒヨコ（3～4歳11カ月）

★

136 月

14:30

22人
137 火 各

16人138 木
139 金

ウサギ（5～6歳11カ月）
140 月 15:45 25人141 火 18人
142 金 15:50 各

25人
タイガー（小1～3）

143 月

17:00144 火 各
16人145 木

パンダ（小1～6） 146 金 25人
キッズビート体操（3歳5カ月～6歳11カ月）147 水 15:45 45人
キッズ空手（新極真会）（4歳～小2）★ 148

木

16:30 各
28人キッズ空手（新極真会）（小1～6） 149 17:40

わんぱくサッカー（3・4歳11カ月） 150  15:20

各
20人

子
ど
も
ダ
ン
ス

キッズダンス～ポップ＆キュート～（4～8歳11カ月） 151 17:00
　　　　　　　　　 （4～8歳11カ月）
キッズダンス　　　  （小2～中3）

152 月 16:55
153 18:10

  　　　　　　　　  （小1～6） 154 金 17:45
ジュニアビートフィットネス（小1～6） 155 水 16:55
　　　　　　　　　 （3歳6カ月～5歳11カ月） 156 月 15:55
　　　　　　       　（5歳～小2） 157 17:10キッズチア　★　  　（4～6歳11カ月）158 水 15:30
 　　　　　　　　　（小1～4） 159 16:45
キッズアイドルダンス（4～6歳11カ月）160 火 16:30

品川健康センター（〠140－0001北品川3－11－22☎5782－8507）

健康センターコース型プログラム

人16歳以上の方（抽選）
※No.1～4・10・11・16・20・21・
24・25・28～30・37～39・45・
48・49・54・55・60は除く。
場申6月16日㈭（必着）までに、往
復はがき（1コース1枚）でコース、
No.、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、区内在勤か在学の方は会
社名・学校名と所在地・電話番号、
No.1～4・10・11・16・20・21・
24・25・28～30・37～39・45・
48・49・54・55はお子さんの氏名
（ふりがな）・生年月日（月年齢）を
総合体育館（〠141－0022東五反
田2－11－2☎3449－4400）へ

コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員

親子
体操

「さくら」（2歳6カ月～3歳） 1

月

9:45

各6,000円

各
10回

各
30組

「なでしこ」（1歳4カ月～2歳） 2 11:00
「たんぽぽ」（8カ月～1歳4カ月） 3 12:15
「すみれ」（0歳） 4 13:30

やさしいヨーガ 5 9:30 7,000円 各
20人脂肪燃焼ステップ&筋トレ 6 10:45 各6,000円ボディバランス（姿勢調整） 7 12:00 15人

はじめてのヨーガ 8 13:15 7,000円
各
20人

はじめてのバレエ 9 14:30
各6,000円こども

バレエ
「キューピット1組」（4～6歳） 10 16:00
「エンジェル」（小1～4） 11 17:15

ヨーガ入門 12 19:00 各7,000円骨盤調整ヨーガ 13 20:10 15人
ピラティスストレッチ 14

火

9:30
各8,400円

各
14回

各
25人ピラティス入門 15 10:45

ママのピラティス（0歳） 16 12:05 20組
やさしい太極拳 17 13:30 30人
代謝を上げて脂肪を落とす教室 18 11:00 7,000円 20人
やさしい筋トレとストレッチ 19 13:30 8,400円

各
15人

こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 20 15:45 各7,000円こども運動教室「ペガサス」（5・6歳） 21 17:00
フラメンコ入門 22 19:00

各8,400円
ボディパンプ（バーベルで筋トレ） 23 20:15
親子
体操

「ひまわり」（2・3歳） 24

水

10:00 各
20組「ちゅーりっぷ」（1歳） 25 11:20

ピラティス入門 26 12:50

各
20人

ヨーガ入門 27 14:00 9,800円

こども
バレエ

「キューピット2組」（4~6歳）28 15:15
各8,400円「キューピット3組」（4~6歳）29 16:30

「エンジェル」（小1～4） 30 17:40

コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員
ボディバランス（姿勢調整） 31 水 19:00

各8,400円

各
14回

各
20人ジャズダンス入門 32 20:15

少し慣れたピラティス 33

木

9:30 各
30人ピラティス入門 34 10:45

ヨーガ入門 35 11:00 9,800円 各
20人腰痛肩こり改善体操 36 12:15

各7,000円こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 37 15:30 各
15人ヒップホップキッズ（小1～4） 38 16:40

ヒップホップキッズ（小3～中学生） 39 17:45
やさしいピラティス 40 19:00

各8,400円
各
20人ボディコンバット 41 20:15

金曜朝の太極拳 42

金

9:30 25人
ピラティス入門 43 10:45 30人
金曜朝のやさしいヨーガ 44 9:30 9,800円 15人
親子体操「もも」（1歳5カ月～2歳5カ月） 45 10:45

各8,400円
20組

やさしいフラダンス 46 12:00 25人
少し慣れたフラダンス 47 13:05 20人
こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 48 15:45 各7,000円 各

15人
こども運動教室「ペガサス」（5・6歳） 49 17:00
はじめてのストリートダンス 50 19:00 8,400円
タヒチアンダンス 51 20:15 9,800円
バレエストレッチ&エクササイズ 52

土

9:25

各8,400円
各
25人少し慣れたバレエ 53 10:30

モダンバレエキッズ（5歳～小2） 54 15:20 各
15人モダンバレエジュニア（小1～中3） 55 16:30

バレエ（ポワントに挑戦）（バレエ経験者） 56 19:00 9,000円 10回 18人
メタボ対策！運動不足解消教室 57

日

9:30 7,000円
各
14回

各
20人ボディパンプ（朝の筋トレ） 58 10:45 8,400円

日曜午後の運動不足解消教室 59 15:45 7,000円 各
15人ヒップホップ入門（中学生以上） 60 17:00 8,400円

※No.1～4・16・24・25・45は大人1人・
子ども１人で1組。
※No.1～4・10・11・16・20・21・24・
25・28～30・37～39・45・48・49・
54・55の年齢は、28年7月31日現在。
※区内在住・在勤・在学の方を優先し抽
選。
※申請者以外は入室不可（託児なし）。
※コース変更・振り替え・返金は不可。
※定員に満たないクラスや、満員のクラ
スでキャンセルが出た場合は6月25日㈯
午前10時から受け付け（先着。初日は電
話受付のみ）。

No. 費用
145、148～151 各7,000円
136～144、146、147、152～169 各7,500円
55、58、62、63、108、115、
117、119、120、127 各8,400円
51～54、56、57、59～61、106、
107、109～114、116、118、
121～126、128～135

各9,000円

74 9,800円
64～73、75～78、105 各10,500円
79、84 各11,200円
80～83、85 各12,000円
98、326～334　 各14,000円
86～97、99～104、301～325、
335～359 各15,000円
221～228　 各16,800円
201～220、229～248　 各18,000円

［品川健康センター］

各コース1時間　※No.86～89は1時間15分。

各コース1時間　※No.56は1時間30分。

コース No. 曜日 開始時間 定員

子
ど
も
バ
レ
エ　

★

チューリップ（3歳6カ月～6歳11カ月）161

金

12:35 20人
162 14:40 25人

 （5歳6カ月～小3） 163 16:00 各
20人スイートピー （小3～中3） 164 17:30

　　　　　　（3歳6カ月～6歳11カ月） 165 火 15:45 各
25人　　　　　　（小4～中3） 166 17:00

マーガレット（5歳～小1） 167 水 15:45 20人
　　　　　　（小1～小3） 168 16:55 25人
　　　　　　（5歳6カ月～小1） 169 土 15:30 20人

初　級 201

月

10:00
初中級 202 11:00
初　級 203 19:00
初心者 204 20:00
初　級 205 21:00
初心者 206

火

10:00
初　級 207 11:00

初中級 208 12:00
209 14:00

中　級 210 15:00
初　級 211 18:00
初心者 212 19:00
初　級 213 20:00
初心者 214 21:00
初心者 215

水

14:00
初　級 216 15:00
初中級 217 18:00
中　級 218 19:00
初中級 219 20:00
中　級 220 21:00
初　級 221

木
11:00

初中級 222 12:00
初　級 223 14:00

ス
カ
ッ
シ
ュ　

★　
（
定
員
は
各
６
人
）

コース No. 曜日 開始時間 コース No. 曜日 開始時間
初中級 224

木

15:00
225 18:00

初　級 226 19:00
上　級 227 20:00
初中級 228 21:00
初心者 229

金

10:00
初　級 230 11:00

初中級 231 18:00
232 19:00

中　級 233 20:00
初中級 234 21:00
初　級 235

土

10:00
初中級 236 11:00
中　級 237 12:00
初中級 238 13:00
初　級 239 15:00
初心者 240 16:00
初中級 241 17:00
初　級 242

日

10:00
初中級 243 11:00
初心者 244 12:00
初中級 245 14:00
初　級 246 15:00
初中級 247 16:00
初　級 248 17:00

301

月

14:00
302◆ 16:00
303 18:00
304 19:00
305 20:00
306 21:00
307

火

  9:30
308 10:30
309 11:30
310 13:00
311 14:00
312 16:00
313 18:00
314 19:00
315 20:00
316 21:00
317

水

  9:30
318 10:30
319 13:00
320 14:00

ゴ
ル
フ　

★　
（
定
員
は
各
10
人
）

コース No. 曜日 開始時間
321

水

16:00
322 18:00
323 19:00
324 20:00
325 21:00
326◆

木

  9:30
327 10:30
328 11:30
329 14:00
330 16:00
331 18:00
332 19:00
333 20:00
334 21:00
335

金

  9:30
336 10:30
337◆ 11:30
338 14:00
339◆ 15:00
340 16:00

341

金

18:00
342 19:00
343 20:00
344 21:00
345

土

  9:30
346 10:30
347 11:30
348 12:30
349 14:30
350 15:30
351 16:30
352 18:00
353 19:00
354 20:00
355

日

  9:10
356 10:10
357 11:10
358 12:40
359 13:40

No. 曜日 開始時間 No. 曜日 開始時間
※◆は中上級者向けの実践クラス

shinagawa.esforta.jp/からも申し込めます。

※No.14～16・106～135は親1人子ど
も1人で1組。  ※No.11～16・106～
169の月齢・年齢は、28年7月31日現
在。 ※区内在住・在勤・在学の方を優
先し抽選。  ※申請者以外は入室不可
（託児なし）。 ※入金後のコースの変更・
譲渡・振り替え・返金は不可。  ※定員
に満たないコースは、7月3日㈰午前9時
から受け付け（先着。初日は電話受付の
み）。  ※定員の半分に満たないコース
は閉講する場合があります。

［荏原健康センター］
No. 費用

4、13 各7,000円
1～3、5～12、14～16 各7,500円
20、23、29、31～33 各8,400円
17～19、21、22、
24～28、30、34～38 各9,000円

★は同一種目内で1人1通。
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メイプルカルチャー講座
様々なジャンルの講座を常時約220以上開設しています。
詳しくは www.shinagawa-culture.or.jp/maple/で紹介しています。
  新規講座　　　　　　 【センスアップ】リラックス＆アンチエイジングのためのツボ押し、ゆかた着付け、東洋医
学で美人計画【手工芸】ポーセラーツのマグカップ、食品サンプルに挑戦、バルーンフラワー【絵画】似
顔絵【語学】書いて上達！イタリア語【親子・こども】ベビーマッサージ、親子DEイングリッシュ、ミニチュ
アフードパンのバッグチャーム、粘土のスイーツBOX【八潮教室】シニアのためのフラダンス　他

浅井みどり＝100,000円
六行会＝資料4冊、デジタルカメラ
大崎フォレストビルディング ビル環境
委員会＝90,000円
長田正＝200,000円　他
〔地域振興基金〕103,504円（3・4月分）
東京工科専門学校品川校＝38,224円
大井第一小学校平成27年度卒業生一同
＝18,893円
イトーヨーカ堂 大井町店＝26,387円
中尾誠利＝20,000円
〔ふるさと納税〕30,000円（3・4月分）
中尾誠利＝30,000円

ご寄付をありがとうございました
（敬称略・順不同）

代表曲「夢をあきらめないで」など、みずみずしい
楽曲を透明感のある歌声でお届けします。

 日9月11日㈰午後5時開演（午後4時30分開場）
 場きゅりあん（大井町駅前）　 ￥4,500円（全席指定）
発売開始／6月10日㈮
　窓口販売　 午前9時から／きゅりあん・スクエア荏原・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。
※2歳まで膝上鑑賞無料（座席が必要な場合は有料）。　※託児はありません。
問チケットセンターCURIA（キュリア）☎5479－4140

場申メイプルセンター（西大井駅前☎3774－5050）、八潮教室（八潮5－9－11☎5492－7305）

「「海の家の物語海の家の物語」」
 日8月5日㈮・6日㈯午後7時開演（午後6時30分開場）
　8月7日㈰　　　午後1時開演（午後0時30分開場）
　　　　　　　　 午後5時開演（午後4時30分開場）
 場スクエア荏原（荏原4－5－28）
出演／東貴博、はなわ、石川恋、やまもとまさみ、
ハマカーン  他
 ￥前売り4,300円、当日4,600円（全席指定）

　これまで3種類だった定期調査・検査に、新
たに「防火設備の定期検査」が加わりました。
　防火設備は、火災が発生したとき、防火扉や
防火シャッターが適切に作動し、火や煙の被害
を最小限に食い止めると共に安全な避難を確保
する重要な設備です。
　従来は、特定建築物の定期調査の一部として、
設置の有無や劣化の状況などについて目視を主
とした調査を行ってきましたが、6月1日から、
防火設備の専門家による詳細な作動状況の検査
制度が新設され、区か都へ1年ごとに報告が必
要となりました。

対象／①右表の特定建築物に設置された防火
設備
②病院・有床診療所・就寝用福祉施設で床面積
が200㎡を超える建築物に設置された防火設備

集会所・病院・ホテル・物販店舗などで地階に
ある建築物も、定期調査・検査報告の対象とな
りました。
※右表赤字が今回追加となった部分です。

対象用途 対象用途の位置・規模（いずれかに該当するもの）
※該当する用途部分の床面積が100㎡を超えるものに限る

劇場・映画館・演芸場 ①3階以上の階にあるもの  ②床面積が200㎡以上であるもの
③主階が1階にないもの  ④地階にあるもの

観覧場（屋外観覧場を除く）・公会堂・集会場 ①3階以上の階にあるもの  ②床面積が200㎡以上であるもの
③地階にあるもの

病院・有床診療所・旅館・ホテル・老人ホー
ム・グループホ－ム・サービス付き高齢者向
け住宅・児童福祉施設など

①3階以上の階にあるもの  ②床面積が300㎡以上であるもの
（平屋建てかつ床面積が500㎡未満のものを除く） 
③地階にあるもの

学校・体育館・博物館・美術館・図書館・
ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳
場・スポ－ツの練習場

①3階以上の階にあるもの  ②床面積が2,000㎡以上であるもの

百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗 ①3階以上の階にあるもの  ②床面積が500㎡以上であるもの
③地階にあるもの

展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラ
ブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴
場・待合・料理店・飲食店

①3階以上の階にあるもの  ②床面積が500㎡以上であるもの　
③地階にあるもの

勝馬投票券発売所・場外車券売場 ①3階以上の階にあるもの  ②床面積が500㎡を超えるもの
地下街 床面積が1,500㎡を超えるもの
下宿、共同住宅、または寄宿舎の用途とこの
表（事務所などは除く）に掲げられている用
途の複合建築物

5階以上の階にあるものでかつ対象用途の床面積が1,000㎡を超
えるもの

この表に掲げられている用途の複合建築物
（共同住宅などの複合用途および事務所など
を除く）

①3階以上の階にあるもの  ②対象用途の床面積が500㎡を超え
るもの

事務所その他これに類するもの 面積が1,000㎡を超えるもの（5階建て以上かつ延べ面積が
2,000㎡を超える建築物に限る）

下宿・共同住宅・寄宿舎 5階以上の階にあるものでかつ床面積が1,000㎡を超えるもの

発売開始／6月7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

ホテル、デパート、病院、飲食店など、不特定多数の
方が利用する建築物は、建築基準法に基づいて防火・
避難安全性などの状況を調査・検査し、報告しなけれ
ばなりません。この度、建築基準法が改正され、6月1
日からこの建築物の定期報告制度が一部変わりました。

　問い合わせ　建築課審査担当☎5742－6774

不特定多数の人が利用する建築物（特定建築物）や、エレベーターなどの人が日
常的に利用する設備は、災害時等の人命保護や被害の拡大防止のために、適切な
維持管理が求められます。そのため、建築物の所有者・管理者の方は、専門の技
術者から定期的（1～3年ごと）に調査・検査を受け、区か都への報告が必要です。

改定点
その1

改定点
その2

定期報告が必要な特定建築物など

建物所有者・管理者の方へ

建築物の定期報告制度が
変わりました

特定建築物などの
定期報告制度とは

防火シャッターは
きちんと閉まりますか？

定期調査・
検査をして
建物を安全に
保ちましょう。

改善が必要な
箇所は、計画的に
改善しましょう。

き

・
て
全にに

予定コース／品川駅港南口→船清→品川浦船だまり→鯨塚→あ
きおか→K

カイドー

AIDO b
ブックスアンドコーヒー

ooks&coff ee→一福桃→聖蹟公園→若素園
→木村家→王将せんべい→ブーランジェリー龍月堂→品川屋海
苔店→孝庵→パティスリーフフラフェクレール→荏原神社→品
川宿交流館　※約2km。　※コースは変更の場合あり。
人高校生以上の方40人（抽選）
申6月13日㈪（必着）までに、往復はがきに「しながわみやげめ
ぐり」とし、人数（4人まで）、参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号をしながわ観光協会（〠140－0014大井1－14－1）へ

岡村孝子コンサート2016

“Ts  GARDEN”

7月期生
募集中！

東海道品川宿
しながわみやげ

めぐり

歴史と食の観点から品川の
魅力を味わうまち歩きです。

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

6月25日㈯
午前10時～正午

東貴博プロデュース
ファイヤーヒップス第8回公演

ティーズ ガーデン
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清泉女子大学大学院地球市民学専攻講座
「21世紀を地球市民として生きる」　
日程

（全3回） テーマ・講師

7/2㈯

変わる東京の「エスノスケープ」
―急増する外国人定住者との共
働・共生の課題　
大野俊（文学部地球市民学科教授）

7/9㈯
イスラームとインターネット
山本達也
（文学部地球市民学科准教授）

7/16㈯

人と人との関わり　コミュニケー
ションが成長に影響する
松井ケティ
（文学部地球市民学科教授）

※時間は午後2時～4時。
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人16歳以上の方50人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん2人以上で
実施　※おやつ代300円。
申6月16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、手話通訳の有無、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へ

講演会「知って防ごう！食中毒～
いろいろな菌とその予防法～」
日7月12日㈫午後2時～4時
場講堂（第三庁舎6階）
講師／上田成子（女子栄養大学教授）
人100人（先着）
託児／区内在住の1・2歳のお子さん10人
（先着）　※3歳以上は入場可。
申7月8日㈮までに、電話で生活衛生課食
品衛生担当☎5742－9139へ

知的障害者移動支援従事者（知的
障害者ガイドヘルパー）養成研修
研修を修了すると知的障害児・者の外出
支援サービスを行うことができます。
日6月18日㈯・19日㈰
午前9時30分～午後5時30分
※講習後、6時間30分の実習あり。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内障害に関する基本的な知識や技術
人30人（先着）
￥区内在住の方・学生5,000円、区外の
方8,000円（教材費・実習費込）
申6月16日㈭までに、電話かFAX、Eメー
ルで講座名、住所、氏名、年齢、電話番
号をみらい（☎6429－8110 Fax6429－
8111 kensyu2016@npo-mirai.org）へ
問障害者福祉課☎5742－6711

講座「親として知っておきたい　
デートDVってなぁに？！」
子どもたちがデートDVの被害者・加害者
にならないための講座です。
日7月5日㈫午前10時～正午
講師／佐藤香（全国女性シェルターネッ
ト事務局長）
人25人（先着）
託児／1歳～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
－4104 Fax5479－4111）へ

発達障害・思春期サポート事業
啓発講演会
日7月9日㈯午後2時～4時
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内「発達に特性のある人の思春期支援～お
となになる前に必要なこと～」
講師／熊谷恵美（臨床心理士）、荒尾俊樹
（キャリアカウンセラー）
人50人（先着）　￥500円（資料代）
申7月6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☎5742－6389

環境学習講座
家庭で実践できる草木染め
天然素材を使って染色を体験します。
日7月3日㈰午後2時～4時
講師／田村健治（産業技術高等専門学校
准教授）
人中学生以上の方20人（先着）   ￥100円
持ち物／筆記用具、エプロン
場申6月23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3階☎・
Fax5742－6533）へ
※ www.shinagawa-eco.jp/からも申
し込めます。

ビジネススキルアップセミナー
日6月18日㈯午前9時15分～11時45分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内「心地よい職場環境は自分でつくりあげ
る！～職場コミュニケーションとモチベー
ション維持～」
人39歳までの在職中の方など20人（先着）
申電話で、商業・ものづくり課就業担当
☎5498－6352へ

ライフプランセミナー～自分の人
生は自分で決める・相続編～
相続の基礎知識や相続税を解説します。
日6月22日㈬午後2時～4時
講師／齋藤祐希（むらずみ総合事務所東
京事務所上席経営財務プランナー）
人30人（先着）
場申6月21日㈫までに、電話で品川成年
後見センター（大井1－14－1☎5718－
7174）へ

ひとり親家庭のためのパソコン教
室（第2期）
日6月25日㈯、7月2日㈯・10日㈰
午前9時30分～午後4時30分（全3回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内ワード・エクセル・パワーポイントの基本
人区内在住か在勤で、全回出席できるひ
とり親家庭の親20人（抽選）
申6月10日㈮までに、電話かFAX、Eメー
ルで住所、氏名、年齢、電話番号、託児
希望の方はお子さんの氏名・年齢・性別を
品川区ひとり親家庭福祉協議会（☎6417
－1295 Fax6417－1296 shinagawaku.
with@krf.biglobe.ne.jp）へ
問子ども家庭支援課☎5742－6589

企業の魅力発信セミナー
ホームページ作成やS

エスエヌエス

NSなどを使った宣
伝方法、商品企画などの講習会です。
日7月2日～23日の土曜日
午前10時～正午（全4回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）　
人区内中小企業事業主か在勤者20人（先着）
申月～金曜日の午前10時～午後5時に、
電話でウィル☎5709－2050へ
問商業・ものづくり課☎5498－6334

中小企業パソコン教室
内容 日時

エクセル初級
（全3回）

7/20㈬～22㈮
18:00～21:00

エクセル応用
（全3回）

8/17㈬～19㈮
18:00～21:00

エクセル初級
（全2回）

8/24㈬　
9:30～16:30
8/25㈭　
9:30～12:30

場中小企業センター（西品川1－28－3）　
人区内中小企業事業主か在勤者各10人
（先着）
￥各1,500円（テキスト代）
申火～金曜日の午前10時～午後5時に、
フォーティネットパソコンスクール☎
3842－6453へ
問商業・ものづくり課☎5498－6334

就活力レベルアップセミナー

日時（全2回） 内容・講師

6/16
㈭

9:30～
12:30

ココを押さえる！就活自己
分析

13:30～
16:30

しっかり把握！自分にあっ
た仕事選び

茶木敏之（キャリアカウンセラー）

6/23
㈭

9:30～
12:30

人事の視点を理解！書類
選考突破法

13:30～
16:30

面接の不安払拭！
自分らしく表現するため
の面接術

新井宏志（キャリアカウンセラー）
※半日のみの参加も可。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人就職活動中の39歳までの方20人
（先着）
申電話で、商業・ものづくり課就業担当
☎5498－6352へ

消費生活教室（料理教室）「夏こそ
野菜で免疫力をたかめよう！」
日6月27日㈪午前10時～午後1時
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／田口道子（料理研究家）
人30人（先着）
託児／2歳～就学前のお子さん7人（先着）
￥1,000円
申6月20日㈪までに、電話で消費者セン
ター☎5718－7181へ

　

第116回品川区合唱祭
区内で活動している合唱団体やサークル
が、日頃の練習の成果を発表します。
日6月19日㈰正午開演
（午前11時30分開場）
講評者／辻志朗（合唱指揮者）
場・観覧方法／当日、直接きゅりあん（大
井町駅前）へ
問文化観光課文化振興係
 
「オレンジカフェ　しなふく大井」
を開催します
デイサービス施設を開放し、地域交流の
場を作ります。子どもからお年寄りまで、
一緒に楽しい時間を過ごしませんか。
日6月12日㈰午前10時30分～午後2時
内バーベキュー、ビンゴゲーム大会など
※天候などより変更の場合あり。
場参当日、直接大井在宅サービスセンター
（大井4－14－8☎5742－2721）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6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

講座・講演

催　し

電子
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郵便などで不在者投票ができます

イベント
●建設ユニオン住宅デー（木工教
室・住宅相談）　6月5日㈰午前10
時～午後2時。京陽公園。☎5759
－5571飯沼
●第39回住宅デー（住宅相談・包丁
とぎなど）　6月5日㈰＝後地・浜川・
荏原南・西大井広場・カエルの各公
園、戸越二丁目広場、五反田氷川神社、
ゆたか防災広場。12日㈰＝街道松の
広場、二日市公園、中延商店街会館前。
午前10時～午後3時。☎3783－0471
東京土建一般労働組合品川支部
●小山台吹奏楽団第29回演奏会
7月3日㈰午後2時～4時。1,000人
先着。当日きゅりあんへ。☎3783
－9045金澤

●市民公開講座「こころのバリア
フリーに向けてみんなができるこ
と」　6月12日㈰午前。NTT東日本関
東病院（東五反田5）。詳しくは電話
でこころのバリアフリー事務局NTT
東日本関東病院☎3448－6508へ
●より良い家庭作り、子育てのた
めの講演会　6月15日㈬午前10時
～11時30分。50人、保育10人先着。
きゅりあん。500円、保育200円。
電話でスコーレ家庭教育振興協会・
脇田☎080－6548－8790へ
●講演会「最新の脳科学研究で
見えて来た精神疾患の治療・診
断法」　6月19日㈰午後1時～5時。
50人先着。スクエア荏原。電話
かFAXで年輪の会事務局・佐藤☎
Fax5875－0433へ

　 サークルなど
●芳水トリム　㈫午後7時～9時。
芳水小。月1,000円。（入）500円。
☎3492－2373大野
●日野トリム　㈮午後7時～9時。
第四日野小。月1,000円。（入）1,000
円。☎3492－4206長屋
●ひばり（カラオケ）　月3回㈯午
後2時。こすもす保育園（南品川1）。
月3,000円。（入）1,000円。☎3472
－2046石井
●マルガリータ（マンドリン）　
楽器貸与。㈬午後5時30分・品川
第一 、㈮午前9時30分・南大井
文化 。月2,000円。☎3471－
6627長尾

●品川囲碁愛好会　第1・3・4㈯
午後1時。南部労政会館（大崎1）。
年 男性5,000円、女性2,000円。☎
090－1817－6936小野
●銀の工房（シルバーアクセサ
リー）見学可。第3㈰午後1時30分。
東品川文化 。月2,000円。☎090
－2212－3049猪股
●むつき（かな書道）　初心者歓
迎。第2・4㈮午前10時。東品川文
化 。3カ月5,000円。（入）1,000円。
☎090－5778－5156木皿
●棋友会（将棋）  月3・4回。荏原
第五 。 1回100円。☎070－5574
－8467井下田
●シーサイド短歌会　初心者対
象。第4㈰午後1時。東品川文化 。
月1,000円。☎3772－1145鈴木

●女性限定英会話サークル　㈯午
後2時、隔週㈰午前10時。大崎第
二 。1回500円。☎090－8893
－7148松本
●フラワーサークル（ダンス）　
50歳以上歓迎。㈮午後1時30分。ウェ
ルカム 原。1回1,000円。（入）1,000
円。☎090－3806－6336藤川
●キャロット（パッチワーク）　第
1・3㈮午前9時30分。中小企業
。月3,000円。☎090－4200－

5293黒須
●小筆を楽しむ会（書、奥の細道、
写経など）　道具貸し出しあり。第
2・4㈫。午前10時。スクエア荏原。
会場費など実費。☎090－3220－
7258根津

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

文化・イベント情報文化・イベント情報

●4日㈯～8日㈬／MAYX写真展2016
（写真）
●10日㈮～15日㈬／第19回新潟デザ
イン専門学校　デジタルデザイン展 in 
Tokyo（CGイラストレーション　他）
●18日㈯～23日㈭／第32回日本剪画
美術展（切り絵）
●24日㈮～29日㈬／太平洋美術会東京
支部Ｏ美術展（油彩、水彩、版画、染織）
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。

●1日㈬～6日㈪／第2回絵画合同展覧
会（水彩、パステル、色鉛筆）
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6月12日㈰午後1時～4時
※受け付けは午後0時30分から。
人中学生　
※保護者の同伴可。
場参当日、直接同校（東大井1－10－40
☎3471－6331）へ

日7月30日㈯、8月6日㈯・20日㈯・27
日㈯午前9時～午後3時30分（全4回）
内障害理解講座、和太鼓講座
人16歳以上の方20人（先着）
場申電話かFAXで、品川特別支援学校（南
品川6－15－20☎5460－1160 Fax5460
－1166）へ
※詳しくは www.shinagawa-sh.metro.
tokyo.jp/をご覧ください。

Ｏ美術館  6月の催し

区民ギャラリー 6月の催し

産業技術高等専門学校
「学校見学会（品川キャンパス）」

都立学校公開講座
「ボランティア養成講座Ⅰ」

日内はじめてコース（インターネット入門）（全4回）＝①7月②9月の火曜日午
前9時30分～正午、③7月の水曜日午後1時30分～4時
なれようコース（ワード入門）（全4回）＝④7月⑤9月の火曜日午後1時30分
～4時、⑥7月の水曜日午前9時30分～正午
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
人55歳以上の方各12人（抽選）　￥各2,000円（教材費込）
申6月13日㈪（必着）までに、はがきかFAXでコース、①～⑥の番号、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を高齢者地域支援課介護予防推進係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6733 Fax5742－6882）へ
※複数のコース・月には申し込めません。

階段で2階へあがります

 ○パソコン相談〈55歳以上の方対象〉
日月～金曜日午後1時～5時（受付は午後4時まで）　※祝日を除く。
申電話で、いきいきラボ関ヶ原☎6902－0025へ

28年度の国民健康保険料が決まりました
問国保医療年金課資格係☎5742－6676

　4月～29年3月の国民健康保険料は、基礎（医療分）保険料と後期高齢者支援金
分保険料と介護納付金分保険料（40～64歳の方）の合計を世帯主に納付していた
だきます。
　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。

●28年度の納付月と計算時期
6月にお知らせする1年間の保険料を6月～29年3月の
10回に分けて納めます。4・5月の納付はありません。
・6月中旬発送＝保険料決定通知書＋納付書6枚（6～
10月期分・全期前納分）
・11月中旬発送＝納付書5枚（11月～29年3月期分）
※口座振替の場合は、決定通知書のみ発送。

●所得申告が済んでいない方は1月1日現在の住所地
に申告をしてください。世帯の中に1人でも所得未申
告の方がいると、世帯全員の所得が少なくても、保険
料を減額することができません。
※1月2日以降、品川区に転入した方は、前住所地に所
得の照会をします。保険料は、初めは均等割額だけを
お知らせしますが、その後所得がわかりしだい保険料
の変更通知書を送ります。

年間保険料＝基礎（医療分）保険料 ＋ 後期高齢者支援金分保険料 ＋介護納付金分保険料

  基礎（医療分）保険料
  最高限度額54万円 = 所得

割額
加入者全員の
賦課基準額＊×6.86％ ＋

  後期高齢者支援金分保険料
  最高限度額19万円 = 所得

割額
加入者全員の
賦課基準額＊×2.02％ ＋ 均等

割額
10,800円×
加入者数

  介護納付金分保険料
  最高限度額16万円 = 所得

割額
40～64歳の加入者の
賦課基準額＊×1.35％ ＋ 均等

割額
14,700円×
40～64歳の
加入者数

＊賦課基準額＝総所得金額等－33万円（基礎控除額）

計算方法

均等
割額

35,400円×
加入者数

◆64歳までの雇用保険の一般
被保険者が、25年3月31日以
降に非自発的に失業した場合
の保険料軽減には申請が必要
です。

◆65～74歳の世帯主で、口座
振替で納付されている方を除
いて、次の全てにあてはまる
方は、年金から保険料を差し
引きます。
①世帯主が国民健康保険の被
保険者
②世帯の国民健康保険被保険
者全員が65～74歳
③年金額が年額18万円以上で
国民健康保険料と介護保険料
を合わせて、年金額の2分の1
を超えない

特別区民税・都民税（住民税）
普通徴収分納税通知書の発送日は6月9日です！
　28年度の住民税納税通知書を6月9日㈭に発送します。それに伴い、28年度
の住民税の課税・納税証明書の発行が可能になります。
　住民税は、金融機関・区役所・地域センターの窓口でお支払いください。
※バーコード付きの納付書の場合は、コンビニエンスストアや携帯電話・スマー
トフォンを使用したモバイルレジもご利用できます。モバイルレジの詳しい内
容は、収納管理係にお問い合わせください。
○火曜日は、税務課（本庁舎4階）の窓口を午後7時まで延長しています。
○便利で安心な口座振替・自動払込もご利用ください。
問住民税の内容に関すること／税務課課税担当☎5742－6663～6
　納付に関すること／収納管理係☎5742－6669
　納付のご相談／納税相談担当☎5742－6671～3

　選挙の際、表1にあ
てはまる方は、自宅で
投票用紙に候補者名な
どを自書し、郵便や信
書便などで投票するこ
とができます。あらか
じめ選挙管理委員会へ
申請・登録が必要です。
　
※登録の有効期間が過
ぎている方も申請が必
要です。
　また、表1、表2とも
にあてはまる方は、あ
らかじめ選挙管理委員
会に届け出た「代理記
載人」（選挙権を有する
方）1人に代筆させるこ
とができます。

■表1
障害名など 等級など

身体障害者手帳を
お持ちの方　

両下肢・体幹・移動機
能の障害 1級・2級

心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸
の障害

1級・3級

免疫・肝臓の障害 1級～3級

戦傷病者手帳を
お持ちの方

両下肢・体幹の障害 特別項症～第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸・
肝臓の障害

特別項症～第3項症

介護保険被保険者証
をお持ちの方

被保険者証の「要介護
状態区分など」の欄 要介護5

■表2
障害名 　　等級

身体障害者手帳を
お持ちの方 上肢または視覚の障害 1級

戦傷病者手帳を
お持ちの方 上肢または視覚の障害 特別項症～第2項症

問選挙管理委員会事務局☎5742－6845

「広報しながわ」の毎月21日号に掲載する広告を募集します。
広告掲載号／8～11月の21日号
￥45,000円（縦4.4×横7.7cm）～
申6月24日㈮までに、広報広聴課で配布する申込書と原稿
の見本を同課（〠140－8715品川区役所本庁舎5階☎5742
－6644 Fax5742－6870）へ郵送かFAX、持参

区広報紙に
広告を掲載して
みませんか
第2期分（8～11月）

募集

Windows7による
パソコン教室（初心者）



●品川区ホームページ
品川区向けの気象情報や目黒川・立会川
の水位情報、河川監視カメラ画像などが
ご覧になれます。詳しくは、「気象・水
位情報」の「品川の天気・水位」「品川
の天気・雨量・水位情報」をご覧ください。

目黒川 立会川目黒川 立会川

大雨警報、洪水警報が発表されると、
ケーブルテレビ品川「区民チャンネ
ル」に最新の気象情報と目黒川・立
会川の水位情報が表示されます。

●東京都下水道局ホームページ
「東京アメッシュ」は5分間隔でデータを
更新し、リアルタイムで雨の地域・強さ
をわかりやすく示しています。
http://tokyo-ame.jwa.or.jp/
※携帯電話からもご覧になれます。

インターネット

●品川区民チャンネル
　（デジタル11チャンネル）

ケーブルテレビ品川

雨水を貯めて利用することは、浸水被害の軽減につながり、植物の水やりなどに
も有効活用できます。区では購入設置費の助成を行っています。
　助成費用＝タンク購入費と設置工事費の2分の1（上限5万円）

コンクリート化やアスファルト舗装な
ど都市化が進み、地下に浸み込まな
い雨水は一気に下水道や河川に流れ
込み、浸水発生の原因となります。雨
水の地下浸透にご協力ください。
　助成費用＝ 設置工事費を一部助成

しています。（上限40万
円）詳しくはお問い合わ
せください

雨水の利用タンクの水を災害時の備えに（事前申請が必要）

雨水浸透ます・雨水浸透管は浸水被害の軽減に（事前申請が必要）

玄関や車庫の出入り口など、水が流入しやすい場所があるお宅では、防水板を設
置しておくと安心です。区では、設置費用の一部を助成しています。また、津波
や高潮のおそれのある地域においては浸水被害の軽減を図るため、区内標高5メ
ートル以下に立地している建物に対し、助成対象を拡大しました。

助成費用＝個人　設置費用の4分の3
　　　　　法人　設置費用の2分の1
（区内に住民登録している方か登記後1
年以上の法人は上限100万円。その他は
上限50万円）

防水板があると安心です（事前申請が必要）

に備えましょう

雨水ますや側溝
周辺の清掃に

ご協力をお願いします

目黒川・立会川沿いを中心として48カ
所に浸水防止用の土のうを用意してい
ますので、ご利用ください。詳しくは
区ホームページ・ケーブルテレビ品川
データ放送をご覧ください。

土のう置き場

区では東京都と連携して街に降った雨を速やかに排水
する下水道管の整備など、浸水対策事業を積極的に進
めています。
◀浜川雨水排水管建設工事の様子

区では浸水対策事業を進めています

最新の気象情報を把握してください 助成制度を利用して、備えませんか

日頃から確認しておきましょう
「雨水ます」や「側溝」
に物を置かないで
ください

ご協力を
お願いします

集集中中豪豪雨
・外国人人口…………11,400
　　男………………… 5,549
　　女………………… 5,851

総人口…………… 381,148世帯…………………211,388

・日本人人口…………369,748
　　男…………………181,473
　　女…………………188,275

  人口と世帯（平成28年5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）

6/1
2000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6月

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

三之助の笑顔いっぱい
青空のもと ビーチバレーボール
に挑戦！

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 サヘル・ローズの天晴！品川
しながわ（湯）

月 しながわのチ・カ・ラ
しながわ名誉区民物語（仮）

火 トビーが行く！
英語少し通じます商店街でお買い物

水 ねむの木の庭
しながわの
チ・カ・ラ
しながわ梵鐘物語

品川歴史探訪
目黒川

木 簡単、お得！みんなで受けよう
国保基本検診（前・後編）

三之助の笑顔いっぱい
仲間と奏でる魅惑の音！
ハープの世界

金 復活！しながわ探検隊 トビーが行く！
トビ入り！しながわ役立ち隊

しながわのチ・カ・ラ
しながわ名誉区民物語
（仮）

● 食育月間
● 地域のスポーツクラブ紹介

次号予告　6月11日号

文化の向上に関する功績
により名誉区民に選ばれ
た、作曲家・小川寛興さ
んの足跡をたどり、その
功績を紹介します。

一部の番組は、しながわWEB映像館（www.shina-tv.jp）でもご覧になれます。

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

ラジオ

問広報広聴課☎5742－6631

で

しパソコン・
携帯

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

提
ちょうちん

灯文字

昭和57年入門
下
し も

田
だ

 洋
ひ ろ

靖
や す

日6月10日㈮・11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

突発的な
今年も大雨の降る季節をむかえます。集中豪雨によ今年も大雨の降る季節をむかえます。集中豪雨によ
る浸水被害を防ぐには、大雨に対する情報の収集やる浸水被害を防ぐには、大雨に対する情報の収集や
日頃の備えが大切です。日頃の備えが大切です。
　　　　　河川下水道課水辺の係☎5742－6794　　　　　河川下水道課水辺の係☎5742－6794問い合わせ

浸透ます
浸透トレンチ

雨水利用タンク

東京都下水道局では、6月を浸水対策強化
月間と定めて、下水道施設の点検を行っ
ています。浸水への備えをお願いします。
問南部下水道事務所品川出張所
　☎3495－0351

6月は浸水対策強化月間です


