
提供会員になるためには
区内在住の20歳以上の方
で、ファミリー・サポー
ト・センターが実施する
提供会員養成講座の受講
が必要となります。

6月の養成講座を受講
山田彩有里さん
手遊びなど、子どもとの接し方の講習は、
娘の小さな頃を思い出して楽しかったです。
保育園での実習では、自分の育児で精一杯
だった当時とは違い、周りへの配慮など、
改めて気づけたことがたくさんありました。

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity
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ファミリー・サポート・センター事業とは、
子育ての手助けがほしい方（依頼会員）
と、子育ての手助けをしたい方（提供
会員）からなる会員組織により、
地域で子育てを支え合うしくみ
です。

おてつだいおてつだい
ファミリー・サポート・センターファミリー・サポート・センター

大井ファミリー・サポート・センター （大井1－14－1 品川区社会福祉協議会内 ☎5718－7185 Fax5718－0015）
平塚ファミリー・サポート・センター （平塚2－12－2 家庭あんしんセンター内 ☎5749－1033 Fax5749－1036）
子ども家庭支援課家庭支援係（本庁舎7階 ☎5742－6385 Fax5742－6387）

問い
合わせ

地域地域
でで子育子育てをてを

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　共　通　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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。 ※託児はありません。
問い合わせ／チケットセンターＣＵＲＩＡ（キュリア）☎5479－4140

日時／10月7日㈮午後6時30分開演
8日㈯①正午開演②午後5時30分開演　※開場は開演の30分前。
会場／きゅりあん（大井町駅前）
出演／五月梨世（元宝塚歌劇団男役）、帆

は ん の じ ょ う

之亟（女形）
内容／第1部 喜劇「貧乏長屋の大騒動」～落語“応挙の幽霊”より
第2部 ショー「O

オ ー

H！ E
エ ド

DO！！～花鳥風月」
金額／ A席6,000円、B席5,000円（全席指定）
発売開始／7月15日㈮　※2歳まで膝上鑑賞無料。

日時／10月14日㈮午後7時開演（午後6時30分開場）
会場／スクエア荏原（荏原4－5－28）
出演／柳家三之助、桂宮治、瀧川鯉

り し ょ う

昇 （ゲスト）  他
金額／2,000円（全席指定）　
発売開始／7月22日㈮
※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。

日時／7月30日㈯午後1時開演（午後0時30分開場）
会場／きゅりあん（大井町駅前）
出演／劇団みんわ座
金額／2,000円、小学生以下1,000円（全席指定）
※4歳から入場できます。

公演のお知らせ
スクエア荏原
もみじ寄席
品川ゆかりの
落語家が登場！

復興支援チャリティ公演　S
エスエヌティーケー

-NTK第3回公演
「痛快喜劇と豪華絢

け ん ら ん

爛和物レビュー」

影絵人形劇
とべないホタル
チケット
好評発売中！

特　集

柳家三之助 桂宮治

4・5面も
ご覧ください
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　夏休みは品川歴史館に行こう!!
　楽しい子ども歴史展示コーナー

8月31日㈬まで、ワークシートに全問正解すると同館特
製記念品をプレゼントします。
日7月23日㈯～9月25日㈰
※休館日は月曜日、祝日、9月20日㈫。
観覧料／100円、小・中学生50円
※20人以上の団体は2割引。品川区立の小中学生・70
歳以上の方・障害のある方は無料。
※観覧料は常設展示の観覧料を含む。
場問同館（大井6－11－1☎3777－4060）

　としょかんスタンプラリー

区立図書館全10館にて異なる日付のスタンプを3個集め
たお子さんに記念品（各館先着30人）を差し上げます。
スタンプは本人が児童書（絵本・物語・知識・紙芝居）
を借りた場合に押印します。
日8月1日㈪～31日㈬
人小学生以下のお子さん　※保護者同伴。
問品川図書館☎3471－4667
※大井町・武蔵小山サービスコーナーでは実施しません。

　ひとり親家庭「水族館遠足」

親子で海や川の生き物とふれあいましょう。
日8月21日㈰午前10時～午後4時30分頃
（大森海岸駅午前10時集合）
場しながわ水族館（勝島3－2－1しながわ区民公園内）
人ひとり親家庭の親子40人（先着）
￥800円、小・中学生400円、幼児（4歳以上）200円
主催／品川区ひとり親家庭福祉協議会
申7月22日㈮までに、電話で子ども家庭支援課家庭支
援係☎5742－6589へ

　環境ミュージカル『N
ナ ウ

OW B
ビ ギ ン ズ

EGINS A
ア ゲ イ ン

GAIN』
　出演者募集

歌・ダンス・芝居に興味のある方一緒に参加しませんか。
人レッスンに参加可能な小学生～高校生（選考）
レッスン日／9月～29年1月の土・日曜日
（全15～20回程度）
公演日／29年1月22日㈰
公演会場／スクエア荏原（荏原4－5－28）
主催／環境活動推進委員ミュージカル実行委員会
申9月5日㈪（必着）までに、環境課で配布する応募用
紙を同課環境推進係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6755）へ郵送か持参
※応募用紙は区ホームページからダウンロードもできます。
※応募には保護者の同意が必要です。　
※9月18日㈰に五反田文化センターでオーディションを行
います。

　環境学習講座「ビオトープの作り方で自由研究」

自然界の命の連鎖を学び、カードゲームをしたり、ダン
ゴ虫と迷路で遊ぼう。
日8月14日㈰午後2時～4時
場環境情報活動センター（第三庁舎3階）、しながわ中央
公園（区役所前）
講師／佐藤元（ビオトープ管理士）
人小学3～6年生と保護者18組（抽選）
申7月25日㈪（必着）までに、往復はがきかFAXで講
座名、住所、氏名、年齢、電話・FAX番号を同センター
（〠140－8715品川区役所☎・Fax5742－6533）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

　夏休み工作教室「天体望遠鏡を作ってみよう！」

日7月23日㈯午後1時30分～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内在住か在学の小学生25人（先着）
※小学3年生以下は保護者同伴。
申午前9時～午後4時30分に、電話でしながわ中央公園
管理事務所☎5740－5037へ

　夏休みエコ・クッキング教室

買い物・調理・片付けまで環境に配慮して行う「エコ・
クッキング」を体験します。
日8月9日㈫午前10時30分～午後2時
場東京ガスキッチンランド川崎（川崎市川崎区）
内オレンジフレンチトースト・パリパリチキンサラダ作り
人区内在住か在学の小学生と保護者12組24人（抽選）
￥1組2,000円
申7月25日㈪（必着）までに、はがきに「エコ・クッキ
ング教室」とし、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、
学年を品川区商店街連合会（〠141－0033西品川1－
28－3）へ
※ shoren.shinagawa.or.jp/からも申し込めます。
問品川区商店街連合会☎5498－5931
環境課環境推進係☎5742－6755

　3Dプリンター体験教室

3Dプリンターを使って立体物の造形体験をします。
日内7月31日㈰＝ビギナークラス（初級）
8月1日㈪＝アドバンスクラス（上級）
①午前10時～正午②午後1時～3時③午後3時30分～5
時30分
人小学5年生～高校生各回12人（抽選）
場品川産業支援交流施設（北品川5－5－15）
※申込方法など詳しくはホームページ www.ship-
osaki.jp/をご覧いただくか、お問い合わせください。
問品川産業支援交流施設☎5449－6871
商業・ものづくり課☎5498－6333

〠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

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

●昼食の下膳　ポ
高齢者施設で昼食の下膳をします。
日週1回（火・木・金曜日）
11:00～12:30
場荏原在宅サービスセンター
（荏原2）
●書道の講師　ポ
高齢者施設で書道の指導をします。
日週1回　※日にちは応相談。
13:45～14:45
場大崎在宅サービスセンター
（大崎2）
●演芸披露
高齢者施設で演芸披露をします。
日不定期（月～金曜日）
15:30～16:30
場つばさデイサービス（小山6）

●シーツ交換　ポ
高齢者施設で利用者のシーツ交換
をします。
日週1回～（月～土曜日）
9:00～12:00
場ロイヤルサニー（西大井2）
●施設周辺の植物の水やり　ポ
高齢者施設周辺の植物の水やりを
します。
日週1回（月～日曜日）
7:00～9:00のうち30分
場品川総合福祉センター（八潮5）
●理容ボランティア
入院中の患者さんの散髪をします。
日月1～2回　※日にちは応相談。
14:00～16:00
場大村病院（大井3）

※　 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7月22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

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

　介護保険負担割合証を送付します

　介護保険サービスの利用者負担割合は1割か2
割です。本人の合計所得金額が160万円以上の
方（同一世帯の第1号被保険者の年金収入とそ
の他の合計所得金額の合計が単身で280万円未
満、2人以上で346万円未満の方を除く）は、利
用者負担割合が2割となります。これに伴い、介
護保険の認定を受けている方や総合事業対象の
方などに自分の負担割合が分かるように負担割
合証を7月下旬から送付します。
　負担割合証が届いたら、内容を確認し、担当
ケアマネジャーと利用している介護保険のサー
ビス提供事業者へ提示してください。
問高齢者福祉課介護給付係☎5742－6927

　介護保険負担限度額認定証を交付します

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療
養型医療施設やショートステイ利用時の食費・
部屋代の負担を軽減します。認定証の交付には
申請が必要です。　※郵送での申請もできます。
詳しくはお問い合わせください。
※8月から、利用者負担段階を判定する際に遺族
年金と障害年金などの非課税年金も含めて判定
します。
人世帯全員の住民税が非課税で次の全てに当て
はまる方
①施設入所などにより世帯分離している場合で
も本人と配偶者がともに非課税②預貯金など
が単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は
2,000万円以下
申請に必要なもの／①介護保険負担限度額認定
証（持っている方）②印鑑③本人と申請者の身
分確認ができるもの（公的機関発行の顔写真付
き証明書以外の場合は2点）④預金通帳の表紙
などの銀行名・支店・口座番号・名義が分かるペー
ジと申請日から直近2カ月前までの取り引きが確
認できる残高記載のページの写し（配偶者がい
る場合は配偶者のものも）⑤28年1月2日以降に
転入された方は本人の非課税証明書⑥配偶者・
世帯員の住所が28年1月1日時点で区外にあった
場合は配偶者・世帯員の非課税証明書
申高齢者福祉課介護給付係（〠140－8715品川
区役所本庁舎3階☎5742－6927）

シニアクラブ
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28年度特別区職員採用選考
（身体障害者対象・Ⅲ類事務）
人日本国籍を有し、昭和60年4月2日～平
成11年4月1日に生まれ、障害者手帳を持
ち、通常の勤務時間（原則として週38時
間45分、1日7時間45分）に対応できる方
第一次選考／9月11日㈰
申込書配布場所／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、
特別区人事委員会事務局任用課
申8月17日㈬（消印有効）までに、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（8月19日㈮まで）。
※採用予定数、受験資格など詳しくは、
採用試験案内をご覧ください。
問特別区人事委員会事務局任用課☎5210
－9787、品川区人事課☎5742－6628

28年度国民年金保険料の免除・納
付猶予申請を受け付けています
保険料を納めることが困難な場合は、本
人・配偶者・世帯主の所得が基準額以下
であれば、納付が免除される「保険料免
除制度」があります。また、失業したばか
りの方の所得を審査対象としない「特例
免除」や、世帯主の所得を審査対象とし
ない「納付猶予制度」（学生を除く、50歳
未満対象）もあります。申請できるのは
申請時点の2年1カ月前の月分までです。
申請に必要なもの／
●年金手帳か本人確認できるもの（保険
証や免許証など）
●失業した方は、離職票か雇用保険受給
資格者証など
※納付猶予制度は7月より対象年齢が拡大され
ました。　※詳しくはお問い合わせください。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

介護者教室
薬剤師から薬との上手な付き合い方を学び
ます。
日7月29日㈮午後1時30分～3時
人20人（先着）
場申7月25日㈪までに、電話で西大井在
宅サービスセンター（西大井2－4－4☎
5743－6125）へ

低公害車の買い換えを支援します
環境保全活動を促進するため、低公害車
への買い換え助成を行っています。
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（本庁舎6階）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☎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。
※予算額に到達した時点で終了します。

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
8月のオープンキャンパス情報
日時 内容

8月10日㈬
午後2時

～4時

体験授業「目の大切さを学
ぼう！～目の不自由な方と
のコミュニケーション方法
とは？」

8月27日㈯
午前10時

～正午

体験授業「あなたの手洗い
は大丈夫！？手洗いで大切な
ポイントとは？」

人介護福祉士をめざしている方
※学校案内（学費・授業内容・就職状況・
入学選考）、個別相談なども実施。
場問当日、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）。

高年齢者向け「出張新規登録会」
日7月21日㈭午前9時～正午
人おおむね55歳以上で求職中の方
場参当日、荏原第二区民集会所（荏原6
－17－12）へ
※登録を希望する方は履歴書（写真貼付）
をお持ちください。
問サポしながわ☎5498－6357

住宅のエコ・バリアフリー改修工事
費用の一部を助成します
対象／次の全てにあてはまる工事
①着工前である②区内業者に発注して行
う既存住宅の改修③他の助成制度などを
利用していない④次のいずれかの工事を
含み、全体工事金額が10万円以上
●エコ改修（LED照明器具設置、遮熱性
塗装、日射調整フィルム設置など）
●バリアフリー改修（手すり設置、段差
解消、トイレや浴室の改修など）
●その他の工事（外壁耐火パネルの設置、
防犯ガラス・扉などの設置など）
助成額／工事金額の10％（上限20万円。
賃貸住宅個人オーナー・管理組合が申込
者の場合は上限100万円）
※申込者の主な要件など詳しくは、同課で
配布する募集案内をご覧ください。区ホー
ムページからダウンロードもできます。
申着工前に、工事着手届と必要書類を住
宅課住宅運営担当（本庁舎6階☎5742－
6776）へ持参

国民健康保険に加入していて海外へ
行く方へ
旅行などで海外滞在中に病気やけがをし、
病院などで治療を受けた場合は、日本国
内で健康保険が適用される範囲内で国民
健康保険の給付が受けられます。
●治療目的の渡航や、次のような医療は
対象外です
○人工授精などの不妊治療や臓器移植
○性転換手術、美容整形

※そのほか保険のきかない診療、入院時
の差額ベッド代など。
●申請は書類をそろえ帰国後に行ってく
ださい
手続きに必要なもの／①診療内容明細書
（現地の医療機関で記入）②領収明細書
（現地の医療機関で記入）③領収書④国
民健康保険被保険者証（保険証）⑤世帯
主の印鑑（スタンプ印不可）⑥世帯主の
銀行口座がわかるもの⑦パスポート（出
入国確認のため）
※①～③は原本が必要です。　
※①②の様式は国保医療年金課にあります
ので、海外へ行く前に取り寄せてください。
（区ホームページからダウンロードも可）。
※①～③が外国語の場合は、翻訳者の住所・
氏名を記載した翻訳文が必要です。　
※申請時に、受診事実の調査に必要な同意
書を記入していただきます。調査の結果に
よっては申請を受理できない場合がありま
す。　
※医療制度の違いや通貨換算規定によりお
支払いの費用が補償されない場合がありま
すのでご了承ください。
問国保医療年金課給付係
（本庁舎4階☎5742－6677）

第161回品川区都市計画審議会
日7月20日㈬午後2時
場災害対策本部室（第二庁舎4階）
審議案件／東京都市計画高度地区の変更
（東京都市計画道路補助第29号線沿道並
びに第28号線沿道）【品川区決定】、東京
都市計画防火地域及び準防火地域の変更
（東京都市計画道路補助第29号線沿道並
びに第28号線沿道）【品川区決定】、東京
都市計画用途地域の変更（東京都市計画
道路補助第29号線沿道並びに第28号線
沿道）【東京都決定】
傍聴人数／10人（先着）
傍聴方法・問当日、午前8時30分～午後
1時30分に都市計画課（本庁舎6階☎
5742－6760）へ

お知らせ！

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 9/18㈰ 9:30～12:30

13:30～16:30
荏原保健
センター 9/3㈯ 9:30～12:30

13:30～16:30
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8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－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

　難病の方のためのリハビリ教室

日7月21日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリ
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／タオル、飲み物
場参電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　母乳相談

日8月9日㈫午後3時～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親10人
（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

6月29日㈬にお送りしたジェネリック通
知の封筒に印字された電話番号に誤りが
ありました。お詫びして訂正します。
誤）0120－521－160
正）0800－800－5530
問国保医療年金課給付係☎5742－6677

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

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。

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）

7月17日㈰
18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）

7月17日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706

 坂本歯科医院 東品川 1 －25－ 3 ☎3450－6488

 トミヤマ歯科クリニック 旗の台 5 －14－ 3 ☎5498－1184

 滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496

 荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

7月18日㈷

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789

 品川シ－サイドデンタルデザインオフィス 東品川 4 －13－24 ☎6712－4150

 まぶち歯科医院 旗の台 5 － 6 － 7 ☎3788－8211

 根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787

 押田接骨院 小　山 2 － 8 －13 ☎3787－8036

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

7月16日㈯
　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650

　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

※重病の方は119番をご利用ください。

お子さんの急な病気に困ったら
●小児救急電話相談　☎＃8000　IP電話などは☎5285－8898
　月～金曜日／午後5時～午後10時　土・日曜日、祝日／午前9時～午後5時
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健康ガイド 〠140－0001  北品川3－11－22  
☎3474－2225　Fax3474－2034

品川保健
センター

〠140－0014  大井2－27－20  
☎3772－2666　Fax3772－2570

大井保健
センター

〠142－0063  荏原2－9－6  
☎3788－7016　Fax3788－7900

荏原保健
センター
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空き家などに関する専用相談窓口を開設しました。
空き家でお悩みのことがありましたら、まずはご相談ください。

☎3450－4988
開設日／月・水・金曜日午前9時〜正午
※祝日、年末年始を除く。

Eメール・FAXでの相談も受け付けます
専用相談票に記入してご相談ください。
※相談票は区ホームページからダウンロードできます。

Fax3458－9504
akiya-hotline@shinagawa-tsk.co.jp

●区では、空き家などの維持・管理が行き届かない状態をあらかじ
め予防したり、解消・再発防止するために、「品川区空き家等の適正
管理等に関する条例」を27年4月1日より施行しました。また、国でも、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定しています。

空き家などを日頃から適正に管理することは
所有者等の責務となっています

管理がなされないまま放置された場合、区長の附属機関である「品川区空き家等適正管理審
議会」の意見や答申を受けたうえで、条例上「管理不全状態」とみなし、次のような措置を
行います。

空き家ホットラインを開設しました

有効活用

改修・解体

相続問題

工事業者
紹介

安全・防犯
面の不安

問い合わせ   住宅課空き家対策担当☎5742−6777 Fax5742−6963

安全・防犯面で不安を感じる空き家のご相談には、区が委託した品川都市整備公社が現地調査します。
調査の結果、対応が必要な空き家と判断した場合は、所有者に対して文書や電話などで連絡し、改善を求めます。

所有者等による適正管理
　区は、所有者等が自ら建物の修繕や草
木の伐採などを行うよう指導しています。
　ただし、近隣への影響が特に著しい場
合、最終的に区が行政代執行を行うこと
となります。

（5月に行った行政代執行）
助言

・
指導

勧告 命令 代執行
公表

活動内容
●子どもの送迎・預かり
　☆保育施設・学校などまでの送迎
　☆習い事などの送迎
　☆保育施設などの保育開始前・保育終了後の預かり
　☆学校の放課後やすまいるスクール終了後の預かり
　☆病後で登園・登校できない場合の預かり
　　（感染症を除く体力回復期のお子さん）
　☆冠婚葬祭、その他急用の場合の預かり
　※子どもの預かりは、提供会員宅で行います。
　※宿泊を伴う援助は行いません。

利用時間と料金
利用日・時間帯 利用料（１時間）

午前７時〜午後７時 800円

上記以外の時間 900円

年末年始 900円

※活動中の交通費などは依頼会員の負担です。
※キャンセル料：前日午後5時までの取り消しは無料。
当日取り消しは1時間分、無断取り消しは予定利用の
全額分となります。
◦料金は利用後その都度、依頼会員から提供会員へ直
接支払います。

今後の提供会員養成講座
日程 時間 場所

9月12日㈪〜
15日㈭

9:30〜
12:00

平塚ファミリー・
サポート・センター

11月14日㈪〜
15日㈫

9:30〜
15:00

大井ファミリー・
サポート・センター

29年2月13日㈪
〜16日㈭

9:30〜
15:00

大井ファミリー・
サポート・センター

2月17日㈮ 9:00〜
12:00

28年度養成講座受講者
対象　普通救命講習

提供会員
養成講座

オリエンテーション、子どもとの
接し方、安全学習のほか、保育園
での実習を行います。

依頼会員
の声

提供会員の声提供会員として
活動しています。

須藤マルキットさん

フィリピンから日本に住んで間もない頃、
近所の方に日本語や文化を学びつつ、子育
てのサポートをしていただきました。娘が
小学生になり時間に余裕ができた時に、そ
の感謝の気持ちから参加を決意しました。
提供会員になって9年目、今は0歳〜小学
3年生までのお子さん７人の育児援助をし
ています。わたしの子育てサポートは、日
本文化を教えてもらった恩返しでもありま
す。送り迎えの際に、子どもたちと英語を
楽しんだり、お子さんを預かった時は、フィ
リピン料理を家族と一緒に食べたりとにぎ
やかな時間を過ごしています。育児援助に
は、お子さんを預かる責任もついてきます。
それでも依頼会員さんとの信頼関係を築け
ることや、元気な子どもたちと一緒に過ご
せることがとても嬉しいのです。今後もで
きる限り、提供会員としてのサポートを続
けていきたいです。

●自分の小学生の子どもとお預かりしたお
子さんが一緒に過ごすことで、自分の子
どもにも小さな子への思いやりが芽生え
ました。

●自宅でお子さんを預かるときは、あ
らかじめその子の好きなDVDや絵本
などを聞いておき、用意しています。

●時には子どもを叱ることも必要だと
思います。そのことを依頼会員にきちん
と報告し、信頼関係を築いています。

活動内容

●通院などの短い時間に
預かってもらえて、助かっ
ています。

●息子が提供会員さんに
とても懐いていて、安心
して預けられます。

●娘が危ない行動をした
時に、ちゃんと注意して
くれることがありがたい
です。

ファミリー・サポート・センター 大井ファミリー・サポート・センター （☎5718−7185 Fax5718−0015）
平塚ファミリー・サポート・センター （☎5749−1033 Fax5749−1036）
子ども 家 庭 支 援 課 家 庭 支 援 係（☎5742−6385 Fax5742−6387）

問い
合わせ

ファミリー・サポート・センター
では、提供会員のみなさんが短
期的・補助的な活動で子育て
をお手伝いしています。この活
動は、育児世代の大きな手助け
となり、地域の世代交流にも役
立っています。

特集

　学校の送り迎えや1〜2時間の預かりを必要としている依頼会員はとても多
く、提供会員の援助が大きな支えとなっています。
　アドバイザーは、依頼会員はもちろん、提供会員のスキルアップや子育て援
助の悩みなども全力でサポートします。子どもが大好きな方は、できる範囲で
結構ですので子育て援助に参加して、地域の子育ての輪を一緒に広げませんか。
　また、依頼会員になりたい方は事前登録が必要です。まずはお近くのファミ
リー・サポート・センターへご相談ください。

保育園のお迎えで子どもが
駆け寄ってきてくれた時は、会員
になって良かったと実感します。

アドバイザーの声

下の子がいるので、外出の準備などを
考えると送り迎えにかかる時間はとても
貴重です。その時間をサポートしても
らえて本当に助かっています。それに
同世代の友人以外に子育てについて相
談できるのもありがたいです。

会員同士の交流も充実
さまざまな楽しいイベントを企画して開
催される依頼・提供会員を対象とした交
流会のほか、気軽に話せる情報交換の
場として提供会員が集う茶話会、「安心・
安全な活動」を目指すための提供会員
の学びの場（研修会）を、それぞれ年
1回実施。どれも世代を超えた地域交流
が広がっています。
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赤い羽根共同募金
地域配分申請のお知らせ
赤い羽根共同募金による地域福祉の向上
を目的として、地域配分の申請を受け付
けています。
対象団体／①児童厚生施設②保育施設、
障害者の就労と地域生活支援を行う施設・
団体③社会福祉関係通知による施設④そ
の他
※会社法人が経営する施設は対象外です。
対象事業／①備品整備②小破修理③利用
者主体の事業など
申請額／1施設・団体＝10～30万円（事
業費の75％、万円未満切り捨て）
申請期限／10月31日㈪
〇事前相談が必要です。詳しくはお問い合
わせください。
事前相談・申込先／品川区社会福祉協議
会（大井1－14－1☎5718－7171）
問福祉計画課☎5742－9125

目黒清掃工場建替事業に係る環境影
響評価書の縦覧などを実施します
日7月15日㈮～29日㈮
場環境課（本庁舎6階）、大崎第一地域セ
ンター（西五反田3－6－3）、品川図書館
（北品川2－32－3）、東京都環境政策課
（都庁第二本庁舎）
問東京都環境政策課☎5388－3406
品川区環境課指導調査係☎5742－6751

塾代などを支援します
中学3年生・高校3年生の学習塾などの費
用や、高校や大学などの受験費用につい
て貸し付けを行い、子どもたちの学習意
欲をサポートします。
貸付額／受講料＝実費（上限200,000円）
高校受験料＝実費（上限27,400円）
大学受験料＝実費（上限80,000円）
対象者／次の全てにあてはまる方
・世帯の生計中心者（20歳以上）
・預貯金などが600万円以下

・土地・建物を所有していない（自己居
住用は除く）
・都内に1年以上住民登録をしている
・生活保護受給世帯でない
・暴力団員が属する世帯の構成員でない
・世帯（父母など養育者）の総収入か総
所得が一定基準以下
総収入／給与収入（年間）
世帯人数 一般世帯 ひとり親世帯
1（単身） 1,797,000円 1,797,000円
2 2,717,000円 3,018,000円
3 3,343,000円 3,788,000円
4 3,864,000円 4,415,000円

※営業所得など給与収入以外の所得があ
るなどの場合は総所得で確認します。
※詳しくはお問い合わせください。
問生活福祉課相談係☎5742－6545

暮らし・しごと応援センター
生活上の不安や困っていることを一緒に
考え、一人ひとりの状況に応じた相談・
支援を行います。
人区内在住の方（生活保護受給中の方は
対象外）
場問暮らし・しごと応援センター（第二庁
舎3階☎5742－9117）

求　人

臨時職員（歯科衛生士）募集
日29年4月から月3日程度（火～金曜日）
午前8時45分～午後5時
勤務場所／品川・大井・荏原保健センター
内歯科健診補助、歯科衛生士業務など
日給／10,650円　
※交通費の支給なし。 ※社会保険なし。
人歯科衛生士の資格を有し、母子保健・
公衆衛生に興味のある方若干名（選考）　
※書類選考の結果は8月5日㈮までに通知
します。
申7月29日㈮（消印有効）までに、履歴書（写
真貼付）を品川保健センター（〠140－
0001北品川3－11－22☎3474－2902）
へ郵送か持参

講座・講演

ひとり親家庭のためのパソコン教室
（第3期）
日8月14日㈰・27日㈯、9月4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）
内ビジネスエクセル中級
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7月22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〈月～金曜日の午前10時～午後5時
30分〉Fax6417－1296 shinagawaku.
with@krf.biglobe.ne.jp）へ
問子ども家庭支援課家庭支援係
☎5742－6589

発達障害・思春期サポート事業
啓発講演会
日8月27日㈯午後2時～4時
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内「僕の生き方・働き方～多様なかたちの
ひとつとして～」
人50人（先着）
￥500円（資料代）
申8月23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 Fax3775－2000）

消費生活教室
｢今日からできる防災食の備蓄」
災害時でもいつもの食事をするための備蓄
を学び、試食します。
日8月2日㈫午後1時30分～3時30分
場啓発展示室（第二庁舎3階）
講師／今泉マユ子（管理栄養士）
人30人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－7181へ

｢自主グループ講師派遣制度｣
利用団体を追加募集します
人28年5月31日までに社会教育関係団体
に登録した団体20団体程度（選考）
助成対象／9月1日㈭～29年2月28日㈫に
実施する学習会・講習会の講師謝礼の一
部（1団体年1回10,000円）
申8月1日㈪までに、申請書を文化観光課
文化振興係・文化センター・こみゅにてぃ
ぷらざ八潮（八潮5－9－11）へ持参
※申請書は申込先で配布しています。
問文化観光課文化振興係

「しながわ学びの杜
も り

」パソコン講座
各講座とも、1日で完結するコースです。
1ワード2010で作る小冊子
日①8月24日㈬　②26日㈮
2エクセル2010で作る年間カレンダー
日③8月29日㈪　④9月2日㈮
――――――――　共　通　――――――――
時間／午前10時～午後4時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人ローマ字入力ができる16歳以上の方　
各20人（抽選）　※12両方の受講可。
￥各2,000円
申8月3日㈬（必着）までに、往復はがき（1
講座1枚）に「パソコン講座1か2」とし、
希望日、住所、氏名（ふりがな）、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）へ
問文化観光課生涯学習係

産業技術大学院大学
パートナーシップ講座　　  　   電子
日8月27日㈯午後1時30分～3時
場同大学（東大井1－10－40）
内「人工知能時代に人らしく生きる。クリ
エイティブに生きる。学ぶ。」
講師／網代剛（同大学助教）
人16歳以上の方50人（抽選）
申8月5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

　●お知らせ

〠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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　豊葉地区ソフトバレーボール＆インディアカ教室
日7月24日㈰、8月21日㈰・28日㈰、9月4日㈰
午前10時～正午（全4回）
￥100円、中学生以下50円
運営／豊葉地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き・タオル・飲
み物を持って豊葉の杜学園（二葉1－3－40）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　6人制クラス別バレーボール大会
日8月7日㈰午前9時から
場総合体育館、日野学園（東五反田2－11－1）
種目／男子、女子
試合方法／クラス別トーナメント戦　※敗者戦あり。
￥1チーム12,000円、連盟登録チーム6,000円
主催／品川区バレーボール連盟
申7月27日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
（7月19日㈫を除く）
※主将会議は8月3日㈬午後7時から総合体育館。

　第66回品川区民スポーツ大会（秋季）サッカー大会
日9月11日～12月18日の日曜日、祝日
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）他
人中学生の部、一般の部（高校生含む）41チーム（抽選）
※中学生の部16チームを優先。
※春季大会一般の部出場チームの選手を除く。
￥1チーム3,000円、中学生1,500円

申8月12日㈮（必着）までに、往復はがきに「サッ
カー」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8月21日㈰
午後6時30分から総合体育館。

　藤本杯バドミントン大会
日8月21日㈰午前9時から　
場総合体育館
内2トリプルス1ダブルスによるクラス別団体リーグ戦
人1チーム6～10人
￥1チーム8,000円＋1人700円（協会未登録者）
協会登録チーム8,000円
主催／品川区バドミントン協会
申8月3日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ（7
月19日㈫を除く）

　学校プール夏季一般開放（無料）

開放校／台場・芳水・第四日野・第二延山・源氏前・
鈴ケ森・鮫浜小学校、冨士見台中学校
日7月23日～8月7日の土・日曜日（6日間）
※7月31日㈰は冨士見台中学校のみ開放。
時間／土曜日＝午後1時30分～3時30分
日曜日＝午前10時～正午、午後1時30分～3時30分
人満4歳以上の方
※小学3年生以下は、15歳以上の保護者によるプー
ル内への付き添いが必要です（1人につき2人まで）。
参水泳帽・水着を持って会場へ
※学校事業などにより開放が中止になる場合があり
ます。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　総合体育館トレーニング室　夏の特別プログラム週間
人16歳以上の方各20人（先着）　
￥1種目400円
場参当日、運動できる服装で、タオル・飲み物を持って総合体
育館へ
日程 時間 種目
7/11㈪ 12:00～13:00 ボディバランス

7/16㈯ 9:25～10:25 バレエエクササイズ＆ストレッチ＊2
10:30～11:30 少し慣れたバレエ＊2

7/17㈰ 15:30～16:30 日曜午後の運動不足解消＊1

7/20㈬

12:50～13:50 ピラティス入門
14:00～15:00 ヨーガ入門
19:00～20:00 ボディバランス
20:15～21:15 ジャズダンス入門＊1

7/21㈭ 11:00～12:00 ヨーガ入門
7/22㈮ 9:30～10:30 やさしいヨーガ

7/23㈯ 9:25～10:25 バレエエクササイズ＆ストレッチ＊2
10:30～11:30 少し慣れたバレエ＊2

7/25㈪
9:30～10:30 ヨーガ＆骨盤調整コンディショニング
10:45～11:45 脂肪燃焼＆筋トレ＊1
12:00～13:00 ボディバランス

7/26㈫ 11:00～12:00 代謝を上げて脂肪を落とそう！＊1
19:00～20:00 フラメンコ入門＊1

7/28㈭ 11:00～12:00 ヨーガ入門
7/29㈮ 9:30～10:30 やさしいヨーガ

7/30㈯ 9:25～10:25 バレエエクササイズ＆ストレッチ＊2
10:30～11:30 少し慣れたバレエ＊2

＊1　上履き持参。 
＊2　バレエシューズか汚れてもよい靴下持参。
※トレーニング室フリー利用・オープンプログラムは通常予定で行います。

レッツ スポーツ
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図書館音訳ボランティア養成講習会
活字による読書が困難な方を対象に、区立
図書館が貸し出しする音訳図書（デイジー
図書）の製作などを行う音訳ボランティア
の養成講習会（初級）です。

日時 内容 講師
8/24～11/2の
水曜日
※10/19を除く　
午前10時～正午
（全10回）

音訳の基礎

黒澤明子
（東京都朗
読奉仕員
指導者）

11/16㈬～18㈮
午前10時～
午後3時（全3回）

デイジー図
書編集初級

森田聰子
（D

デ イ ジ ー

AISY
T
ト ー キ ョ ー

OKYO）

人全日程に出席可能で、基本的なパソコン
操作ができ、受講後に図書館での音訳ボラ
ンティア活動に参加できる方10人（先着）
場申電話で、品川図書館（北品川2－32－
3☎3471－4667）へ

すけっと品川養成講座
近隣でちょっとした困りごとのある方を支
える地域の「すけっと」を育む講座です。
日9月13日㈫・27日㈫、10月11日㈫＝午
後1時30分～4時、10月25日㈫＝午後1時
30分～4時30分
内多様なサービスの担い手として必要な知
識と介護技術　他
人区内在住で、全回出席できる方30人（抽選）
場申8月20日㈯（消印有効）までに、往復
はがきで講座名、住所、氏名、年齢、電話
番号を品川介護福祉専門学校（〠141－
0033西品川1－28－3☎5498－6364）へ

メイプルカルチャー講座
現在募集中の講座です。定員になり次第
締め切ります。
①書いて上達！イタリア語（中級）～文法・
作文

日7月22日～8月19日の金曜日
午後6時30分～8時（全4回）
人10人（先着）　￥9,100円（教材費込）
②不思議で美しい万華鏡を作ろう
日7月28日㈭午前10時45分～午後0時15分
人小学生以上の方16人（先着）
￥1,900円（教材費別）
③水彩で大型作品を描く
日7月13日～9月14日の水曜日
午後3時30分～5時30分（全6回）
人水彩画経験1年以上の方10人（先着）
￥15,600円（教材費込）
④〈夏休みこども教室〉ミニチュアフード
でパンのバッグチャームを作ろう！
日7月30日㈯午前10時30分～正午
人小学2年生以上のお子さん10人（先着）
￥3,300円（教材費込）
⑤ベリーダンス
日7月22日～9月23日の金曜日
午後7時～8時15分（全5回）（途中入会）
人18人（先着）　￥7,500円
――――――――　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

品川清掃工場見学会
日7月23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7月21日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5353）へ

大崎ゆうゆうプラザ納涼祭
日7月24日㈰午前10時～午後3時
内登録団体の発表と多世代交流イベント
場問大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13
☎5719－5322）

品川＆早川ふるさと交流
●大人の川遊びツアー
日8月27日㈯・28日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の20歳以上の方14人（先着）
￥13,250円（1泊3食付き宿泊費、プログ
ラム参加費、消費税）
※区内在住の方は、年度内3泊まで2,000円
の助成が受けられます。
申電話で、ヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
●稲刈り体験ツアー
日9月10日㈯・11日㈰
（区役所午前7時30分集合・午後5時30分頃
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40人（田植え参加者
を優先し抽選）
※小学生以下は親子で参加。
￥12,000円、小学生以下8,000円（交通費・
宿泊費込）
申7月25日㈪（必着）までに、はがきか
FAXに「稲刈り体験」とし、参加者全員の
住所・氏名・性別・年齢（学年）、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
――――――――　共　通　――――――――
問地域活動課市町村交流担当☎5742－
6856

第241回日曜コンサート
日7月17日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／グリーグ作曲「ヴァイオリン・ソナ
タ第3番」他
場・観覧方法・問当日、中小企業センター
3階レクホール（西品川1－28－3☎3787
－3041）へ

品川＆山北ふれあい交流
洒
し ゃ す い

水の滝まつり
日7月24日㈰午前10時～午後3時30分頃
場神奈川県山北町「洒水の滝」
交通／「山北駅」徒歩35分
内洒水太鼓奉納、滝開き、水行、お水取り、
奉納舞踊、太鼓競演（品川区より「八潮太
鼓之会」が出演）、洒水の火祭り　他
問山北町観光協会☎0465－75－2717
地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

天王洲・港南キャナル夏フェス
「C

シ ネ マ

INEMA C
キ ャ ラ バ ン

ARAVAN in 天王洲」
日7月15日㈮～18日㈷午前11時～午後9時
場天王洲運河水辺広場（東品川1－3）、東
京海洋大学（港区港南4－5－7）他
内水辺の映画祭・芸術祭、こども大学（トー
クショー）、マルシェ（市場）など
主催／天王洲・キャナルサイド活性化協会
問文化観光課観光担当☎5742－6913

しながわ宿場まつりガイドツアー
参加者募集
八ツ山から青物横丁で開催する「しながわ
宿場まつり」で、外国人の方を対象にガイ
ドツアーを行います。
日9月24日㈯午前11時～午後8時
25日㈰午前10時30分～午後6時
※24日は午後4時からおいらん道中、25日
は正午から江戸風俗行列などのパレードを
開催します。
人外国人の方と家族40人（抽選）
対応言語／英語・韓国語・中国語・台湾語・
イタリア語・フランス語
申7月29日㈮（必着）までに、往復はがき
かFAXに「宿場まつりガイドツアー」とし、
住所、氏名、年齢、電話番号、職業、希望日、
言語を地域活動課国際担当（〠140－8715
品 川 区 役 所 ☎5742－6691Fax5742－
6878）へ

 事業者・起業者向け相談案内 ※祝日を除きます

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

商業・ものづくり課
（中小企業センター2階）
☎5498－6333へ予約

特 許 相 談 第2・4㈮ 10:00～12:00

国 際 ビ ジ ネ ス 相 談 第1～4㈬ 9:00～17:00

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

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

　7月中旬に納入通知書を発送します。
介護保険料は、第1号被保険者とその世
帯の28年度区民税をもとに決定し、一
人ひとり個別に納めていただきます。年
金受給月ごとに納付（年金からの天引
き、年6回）する特別徴収と、納付書・
口座振替（自動払込）で納付する普通
徴収があります（特別徴収が原則で、
選択制ではありません）。
　普通徴収の方は、納付期限までにお
支払いください。介護保険料の納付が
滞ると、未納の期間に応じて介護保険
の給付に制限が加わり不利益となる場
合があります。

※保険料段階が第3・4段階で一定の要
件を満たしている方には保険料が減額
される制度があります（特例減額）。詳
しくは、通知書に同封されているちらし
をご覧ください。
○28年度は、介護保険制度第六期事業
計画の2年目となります。介護保険料の
基準額を27年度と同額（月額5,300円）
として、保険料段階を14段階に細分化
し、所得などの条件に細かく対応した保
険料となるようにしています。

問高齢者福祉課介護保険料係
☎5742－6681

※利用申し込みは、現地に直接予約してください。
※上記の利用料金は、各地域センターや地域活動課（第二庁舎6階）で配布す
る「割引利用券」を提出することが条件です。
※＊印の町営施設については、地域活動課で宿泊助成を行っています。

●交流市町村の宿泊施設
地区 施設名 電話 利用料金

神奈川県
山北町

中川

信玄館 0465－78－3811 13,608円～
魚山亭やまぶき 0465－78－3911 9,720円～
ホタルの里蒼の山荘 0465－78－3311 6,804円～
丹沢荘 0465－78－3631 7,380円～
丹沢ホテル時之栖 0465－78－3621 9,000円～

神尾田 落合館 0465－78－3190 6,804円～

山梨県
早川町

西山温泉 慶雲館 0556－48－2111 19,845円～
蓬莱館 0556－48－2211 11,550円～

七面山入口 俵屋旅館　 0556－45－2521 9,450円～

大原野 ヘルシー美里＊ 0556－48－2621 6,750円～
同コテージ＊ 0556－48－2621 ～ 5,250円

黒桂 野鳥公園キャビン＊ 0556－48－2621 ～ 8,400円
雨畑湖 ヴィラ雨畑＊ 0556－45－2213 6,750円～

区と交流のある神奈川県山北町・山梨県早川町は、雄大な自然に囲まれ、四
季折々の景色と山の幸に恵まれています。町の人たちの人情に触れて、ゆっ
たりとした時間をお過ごしください。
問地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

水と緑の交流市町村を訪ねてみよう

65歳以上の方（第1号被保険者）の65歳以上の方（第1号被保険者）の
28年度介護保険料が確定しました28年度介護保険料が確定しました

と驚く  しながわへ

スポーツイベントを盛り上げよう！

「しながわサポーター」企業・団体
区が主催するスポーツ関連イベントにご協力いただける企業や団体を募集します。
ご協力いただいた企業・団体名とサポート内容などは、区ホームページなどで周知
します。
募集内容／①ボランティア派遣②ブース出店（飲食・企業PRなど）③物品などの提
供
人区内の企業・NPO法人・大学・商店街などか、区内で活動する5人以上の団体（代
表者とメンバーの半数以上が区内在住か在勤・在学）
※政治・宗教的な活動や公序良俗に反する活動を行う団体は対象外です。
活動期間／32年度末まで　※途中での脱退もできます。
申請書配布場所／オリンピック・パラリンピック準備課、文化センター、地域セン
ター、体育館　※区ホームページからダウンロードもできます。
申申請書をオリンピック・パラリンピック準備課（〠140－8715品川区役所第二庁
舎6階☎5742－9109 Fax5742－6585）へ郵送かFAX、持参

！大募集わ！



● いま、品川区では。
● 羽田空港の機能強化に関するお知らせ

古紙配合率80％再生紙を使用しています
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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。

5月12日㈭、きゅりあんで憲法週間記念「講演と映画
のつどい」を開催。満席となる約1,100人の区民が参
加し、フリーアナウンサーの宮本隆治さんによる講演
を真剣に聞き入っていました。

憲法週間記念
「講演と映画のつどい」

5月15日㈰、荏原文化センターで知的障害の方を対象
に模擬選挙を実施。障害のある方が投票プロセスを体
験することで選挙に対する不安を払拭し、より身近に
感じてもらうために開催されました。

障害のある方のための
出前講座・模擬選挙

6月6日㈪、大原小学校で実用英語技能検定5級を受験
する児童を対象にした勉強会を開催。区では、昨年か
ら英検5級の受験料を全額助成。5・6年生11人が参加し、
筆記やリスニングなどの勉強を行いました。

「英検チャレンジ！」
レッスン開始

5月12日㈭、北品川第二保育園で元東京ヤクルトスワ
ローズの宮本慎也さんが野球教室を開催。対象は5歳
児クラスの園児18人で、「ボールを投げる・打つ」な
ど野球の基本を楽しく教わりました。

宮本慎也さんが
区立保育園で野球教室

5月14日㈯、西大井広場公園で区と消防署・消防団に
よる水防訓練を実施。町会・自治会、品川建設防災協
議会など、多くの関係機関・団体が参加し、水災発生
時の被害軽減のため実践に即した訓練を行いました。

「品川区・第二消防方面
合同水防訓練」実施

5月13日㈮、豊葉の杜学園でニッキー・モーガン英国
教育大臣らが市民科の授業などを視察。品川区独自の
教科「市民科」の「ストレス・なやみの解消方法」を
テーマにした授業を見学しました。

英国教育大臣が
豊葉の杜学園を視察

6月3日㈮、城南第二小学校周辺ですまいるスクール
城南第二の子どもたちが、町会・父の会と手作りした
みこしを担いで元気に練り歩きました。一人ひとりが
自分の夢をカードに書き入れ、みこしに納めました。

すまいるスクールと
町会が共演

5月22日㈰、しながわ中央公園で“つなげよう エコの
わ！ しながわ”をテーマに「しながわECOフェスティ
バル2016」を開催。「中小企業センターまつり」も同
時開催され、多くの来場者でにぎわいました。｠

しながわE
エ コ

COフェスティ
バル2016

第1回品川区議会 議会報告会

5月31日㈫、きゅりあんで「第1回品川
区議会 議会報告会」を開催し、約140
人の区民などが参加しました。議会報告
の後、来場者からの質問に議員が答えた
ほか、意見交換などを実施しました。

江戸時代から咲き続ける児
ち ご ざ く ら

桜

6月1日㈬、品川歴史館で西光寺（大井4）
にある樹齢300年以上といわれる児桜
の花のアクリル標本を展示開始。近年
枯れ始めが心配されているため、その
姿を半永久的に保存していきます。

民生委員・児童委員の日

5月20日㈮、スクエア荏原で「民生委員・
児童委員の日」記念のつどいを開催。区
内で活動する民生委員・児童委員約270
人が参加し、映画「見えないから見えた
もの」を鑑賞しました。

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。

熊本地震の被災地へ

5月30日㈪、熊本地震被災地へ派遣す
る3人の職員出発式を実施。り災証明
の受付や発行などに携わる支援員とし
ては2回目の派遣となり、今回で延べ
20人の職員を派遣しました。

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


