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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

ラジオ体操と聞いて、夏休みを思い浮かべる方は多いのでは
ないでしょうか。気温が上がる前、軽く体を動かせば、気持ち
良く１日のスタートを切ることができそうです。

水をまいて地表の温度を下げる「打ち水」は、江戸時代
から続く庶民の知恵。雨水や風呂の残り湯などを利用し
て、真夏のまちに涼しい風を吹かせましょう。
＊打ち水用品を貸し出しています。詳しくは環境課環境
推進係☎ 5742－6755まで

「2015年度打ち水百景写真コンクール」最優秀作品
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「投げることでしっかりと編めるんです」と、糸を巻
きつけた“投げ玉”をポンポンと操っていく鈴木祐二
さん。ケタと呼ばれる編み機を使った手編みの技法
を守って作られる、江戸すだれ。日差しを遮るばか
りでなく、すだれ越しに見る風景のなんと涼しげな
ことでしょう。

品川区は平成29年3月に
区制70周年を迎えます
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、菊つなぎ…。江戸時代から伝わる８つの意匠
を組み合わせて生まれる江戸切子。クリスタルのガラスに
浮き上がる文様は涼しげであり、また夏の夜空に浮かぶ花
火のようにも見えます。「カットする時は、ガラスの音を聞き
ながらと、教わった」とは、この道
55年の川辺勝久さん。

す。「 ットする時時は、 ラ 音を音 聞き聞き
」」」とは、この道
。
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道路は、私たちの毎日の
生活を支えるのに欠くこ
とのできない財産です。

しかし、道路上の放置自転車や、商品のせり出し・
置き看板などによる通行妨害が後を絶ちません。本
来、道路は私たち全員のものです。この機会に道路
の正しい利用について、もう一度考えてみましょう。

京浜運河電飾
ボートパレード2016

電飾を施したクルーザーと台船が京浜
運河をパレードします。
日8月6日㈯午後7時～9時
コース／天王洲アイル～京浜運河
メイン会場／大井競馬場前駅周辺
主催／京浜運河電飾ボートパレード
2016実行委員会　
※詳しくは shinagawa-syuku.net/
をご覧ください。
問品川宿交流館☎3472－4772
文化観光課観光担当☎5742－6913

問土木管理課土木監察担当☎5742－6582

　母乳相談

日8月17日㈬午後2時15分～4時
内助産師による母乳の話、体ほぐしの体操、
グループワーク
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

　むし歯撃退教室

日①8月16日㈫②9月7日㈬
午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、効果
的な歯磨き・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
んと保護者各25組（先着）
場申電話で、①は8月3日㈬から荏原保
健センター☎3788－7015②は8月4日㈭
から品川保健センター☎3474－2902へ

　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
8/15㈪

12:00～15:00 啓発展示室（第二庁舎3階）

8/17㈬
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）
を持参してください。

運営／品川栄養士会
申当日、直接会場へ
問健康課健康づくり係☎5742－6746

　難病音楽療法と交流会

日8月22日㈪午後1時30分～3時30分
内声楽家による音楽療法、交流会
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

　8
ハチマルニイマル

020 ・ 9
キュウマルイチロク

016達成者募集
歯の健康に自信のある方を募集します。
人①8020＝昭和2年4月1日～昭和12年
3月31日生まれで自分の歯が20本以上あ
る方
②9016＝昭和2年3月31日以前生まれで
自分の歯が16本以上ある方
申8月1日㈪～9月8日㈭に、歯科医院（荏
原歯科医師会・品川歯科医師会所属歯科
医院）で無料健診
※8月31日㈬＝大井保健センター、9月1
日㈭＝品川保健センター、9月8日㈭＝荏
原歯科医師会館（中延1－4－15）でも
無料健診（時間は午後1時～2時）。
問荏原歯科医師会☎3783－1878
品川歯科医師会☎3492－2535
健康課☎5742－6745
※達成者顕彰式（10月予定）は、健診を
受けた歯科医院へお問い合わせください。

2016年8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
　親子ネイチャープロジェクト（第2弾）
　楽しいバルーンアートづくりとドラム缶風呂

　少年少女武道教室

　立正大学心理学部創立15周年記念
　こころの不思議を体験しよう！

日9月4日㈰午前10時～午後2時　
※現地集合・解散。
場品川区キャンプ場（八潮3－1）
人区内在住の小学生と保護者25組（抽選）
￥1人1,000円（保険料・昼食代・材料費込）
申8月16日㈫（必着）までに、往復はがきに「ネイチャー」
とし、住所、参加者全員の氏名、お子さんの学年、電話
番号を子ども育成課庶務係（〠140－8715品川区役所
☎5742－6720）へ

教室名 対象（抽選） 日時 会場 費用
（保険料込）

空手道 小・中学生
10人

9/6～12/13の火曜日　※9/20を除く
18:30～19:30（全14回） 総合体育館 各3,600円

剣　道 小・中学生
若干名

9/7～12/14の水曜日　※11/23を除く
16:00～18:00（全14回）
9/1～12/22の木曜日　※9/22・11/3を除く
17:00～19:00（全15回）　　 戸越体育館 3,800円

柔　道 小・中学生
各10人

9/1～12/15の木曜日　※9/22・11/3を除く
18:30～19:30（全14回） 総合体育館 3,600円

9/7～12/21の水曜日　※11/23を除く
18:30～19:30（全15回） 戸越体育館 3,800円

申8月14日㈰（必着）までに、往復はがきかFAXで教室名、住所、氏名、電話番号、学
年を各会場へ
※通年の教室で継続可能。

日9月11日㈰午後2時～3時40分
内心理検査、心理実験
講師／笠置遊（同大学心理学部講師）、江口めぐみ（同
大学心理学部助教）
人高校生40人（抽選）　※保護者は見学のみ可。
場申8月10日㈬（必着）までに、はがきかEメールで講座
名、氏名（ふりがな）、住所、高校名、学年、電話番号、
Eメールアドレスを同大学心理学部（〠141－8602大崎4
－2－16 ris.psychology@gmail.com）へ
問文化観光課生涯学習係

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
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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）

8月7日㈰
11日㈷
14日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分まで）
  ※8月中旬に開院している診療所については、健康課☎5742－6744でも案内します。

8月7日㈰

 佐川医院 南大井 4 － 8 －12 ☎3761－8580
 おはらデンタルクリニック 南品川 2 － 5 － 7 ☎3471－1181
 蛇窪歯科 二　葉 2 － 4 － 2 ☎3781－1370
 みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450
 中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

8月11日㈷

 石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477
 なかだて歯科 南品川 5 － 3 －27 ☎3450－6060
 古沢歯科診療所 二　葉 4 －14－16 ☎3781－5068
 つじ接骨院 南品川 2 － 8 －13 ☎3471－0263
 工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

8月14日㈰

 林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
 服部歯科医院 南品川 6 －18－19 ☎3474－4182
 皆川歯科医院 二　葉 1 －12－10 ☎5702－5888
 スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816
 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）
8月6日㈯
20日㈯

　　　品川区医師会休日診療所   北品川 3 － 7 －25    ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局   北品川 3 －11－16  ☎3471－2383

8月13日㈯ 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
 ※外傷は対応できません 昭和大学病院中央棟4階

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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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

※重病の方は119番をご利用ください。

キリトリ線

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

品川区
国保基本健診

早得キャンペーンは8月末まで！

この機会にぜひ受診してください。

受診方法／保険証と5月下旬に送
付した受診券・問診票を持って区
内契約医療機関へ
※国保基本健診は無料で受診でき
ます。
※土・日曜日に受診できる医療機
関もあります。

問国保医療年金課保健指導係
☎5742－6902

8月10日は
「道の日」です

品川区臨時福祉給付金
事務センターを
開設します

日8月15日㈪からの月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分 
※祝日、年末年始を除く。

☎3787－8351
●住民税非課税の方に臨時福祉給付金を
支給します。対象の方には、申請書を9月
上旬に送付します。

問福祉計画課臨時福祉給付金担当
☎5742－9125
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シニアクラブ
いきいき筋力向上トレーニング参加者とトレーニング協力員募集 　品川区シルバー成年式のお知らせ

　わくわくクッキング参加者募集

日時（全22回） 会場 説明会 対象（抽選）

10/5からの水曜日
14:00～15:30

こみゅにてぃ
ぷらざ八潮
（八潮5－9－11）

9/21㈬
10:00から

次の全てにあてはまる方各
16人（抽選）
①65歳以上　②自力で会
場への往復ができる　③現
在運動をするのに支障がな
い　④3時間程度の説明会
に必ず出席できる

10/7からの金曜日
14:00～15:30

りんし21
（小山台1－4－1）

9/23㈮
10:00から

申8月15日㈪までの月～金曜日午前10時～午後5時に、本人が電話
でコナミスポーツクラブ 0120－919－573へ
問高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

共通

内マット運動・ストレッチ運動な
どを通して日常生活に必要な動
作をスムーズに行える筋力づくり
やバランス維持　※筋力トレーニ
ングマシンは使用しません。
￥各4,400円

　●トレーニング協力員募集　
水曜日

13:30～16:00
こみゅにてぃぷらざ八潮

金曜日 りんし21

内会場の準備、トレーニングの補助など
謝礼／1回2,000円
人各8人程度（選考）

日9月10日㈯午後1時～4時  人昭和21年4月2日～22年4月1日生まれの方
場参送付される案内状を持って、きゅりあん（大井町駅前）へ
※8月22日㈪までに案内状が届いていない方はご連絡ください。
問高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

教室名 日時（全10回） 会場 費用 申込先

①
八潮

9/6～11/8
の火曜日

10:00～12:00
八潮地域センター
（八潮5－10－27）

各
2,000円
（材料費
別）

品川栄養士会
☎070－6657－6875（祝日を
除く月～金曜日9:00～17:00）

②
平塚橋

9/1～11/17
の木曜日

（9/22・11/3
は除く）

10:00～12:00

平塚橋ゆうゆう
プラザ
（西中延1－2－8）

みんなの食育☎6674－1803
（火曜日を除く10:00～17:00）

③
荏原

9/2 ～11/4
の金曜日

10:00～12:00
荏原文化センター
（中延1－9－15）

長寿社会文化協会
☎5405－1501（祝日を除く月
～金曜日10:00～17:00）

人区内在住で、会場への往復ができるおおむね65歳以上の方
①③各16人②12人（抽選）
申8月19日㈮までに、本人が電話で各申込先へ
問高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

レッツ スポーツ
　スポクラ・しながわ ニュースポーツ体験教室
日8月20日㈯午後3時～5時　※雨天中止。
種目／ホッケー、フットサル、輪投げ
運営／スポクラ・しながわ
場参当日、運動のできる服装で、飲み物・タオルを持っ
て日野学園校庭（東五反田2－11－1）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　ジュニア・一般なぎなた体験教室
日8月27日㈯午前9時30分～午後2時30分
場総合体育館
人①小・中学生②高校生以上の方各15人（抽選）　
※男性も可。
￥①300円②700円（保険料込）
※なぎなたは無料で貸し出し。
申8月13日㈯（必着）までに、往復はがきかFAXで教
室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別､ 電話番号、
学校名、学年をスポーツ協会へ

　第57回品川区卓球選手権大会
日9月4日㈰午前9時から
場総合体育館
一般種目／男子の部、女子の部
年代種目／カデット（14歳以下）男・女、ジュニア（17
歳以下）男・女、39歳以下男・女、40歳以上男・女、
50歳以上男・女、60歳以上男・女、70歳以上男・女
※全種目シングルス。　※年齢は29年4月1日現在。
※一般種目と年代種目の重複に限り2種目出場可。
￥1,200円、連盟登録者900円、18歳未満500円
主催／品川区卓球連盟
申8月16日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ（8
月15日㈪を除く）

　ゴルフ大会
日9月4日㈰午前8時15分現地集合
場ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶

く ら ぶ

楽部（千葉県山武市）
人40人（抽選）
￥21,020円、会員20,020円（グリーンフィ・昼食代
込、交通費別）　※セルフプレー・乗用カート付き。
主催／品川区ゴルフ連盟
申8月14日㈰（必着）までに、往復はがきに「ゴルフ
大会」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、ハンディキャップをスポーツ協会へ

　初心者硬式テニス教室（午前）
日9月5日～10月13日の月・木曜日
午前9時30分～11時30分（全9回）
※9月19日・22日、10月10日を除く。
場総合体育館  人学生を除く16歳以上の方40人（抽選）
￥5,000円（ボール代・保険料込）
託児／3歳～就学前のお子さん10人（抽選）　
※3人以上で実施。※おやつ代など1,350円。
申8月22日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名、年齢、電話番号、託児希望の有無をスポー
ツ協会へ

　シルバーピンポン＆初心者卓球教室
日9月7日～10月26日の水曜日
午前9時30分～11時30分（全8回）
場総合体育館
人30人（抽選）①シルバーピンポン＝60歳以上の方
②初心者卓球＝59歳以下の初心者
￥①2,500円②4,000円（ボール代・保険料込）
申8月19日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名、年齢、電話番号、経験の有無をスポーツ
協会へ

　空手道教室
日9月6日～12月27日の火曜日　※9月20日を除く。
午後7時30分～8時30分（全16回）
※通年の教室で継続可能。
場総合体育館　人16歳以上の方10人（抽選）
￥8,250円（保険料込）
申8月14日㈰（必着）までに、往復はがきかFAXで教
室名、住所、氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ

　陸上競技初心者審判講習会
日9月16日㈮午後7時10分～8時30分
場総合体育館　内陸上競技全般の初歩的な規則の説明など
人大会などの役員として協力できる18～63歳の方
￥1,000円　主催／品川区陸上競技協会
申9月6日㈫（必着）までに、はがきかFAXで講習会名、
住所、氏名、年齢、電話・FAX番号、簡単なスポーツ
歴をスポーツ協会へ

　家族のためのビギナーズキャンプ　
日9月18日㈰午前9時～19日㈷午後3時
場みなとが丘ふ頭公園（八潮3－1）
人5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8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、
Ｅメールアドレスをスポーツ協会へ

　硬式テニス選手権大会
日男子の部＝10月2日㈰、女子の部＝10月23日㈰　
予備日＝11月3日㈷　※試合開始は午前9時。
試合方法／ダブルストーナメント戦
場大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）
人各64組（先着） 　￥1組3,500円、連盟登録者3,000円
主催／品川区テニス連盟
申9月19日㈷までに、費用を持ってスポーツ協会へ（8
月15日㈪は除く）

　第66回品川区民スポーツ大会（秋季）

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

空手道 9/4㈰ 総合体育館
8/19㈮

500円
小中高生　300円

○組手の部（一般男子5級以上）※組手の部は連盟登録者およびスポーツ保険加入者の
み　○型の部（1部・2部）　○鍛眼法の部（1部・2部）

ソフトテニス
（高校・一般） 9/11㈰ 有明テニスの森

（江東区有明2－2）
一般・壮年ペア　800円

高校ペア　500円
○高校男子・女子　○一般男子・女子
○壮年男子・女子（45歳以上）　※予備日9/25㈰しながわ区民公園

硬式テニス 9/11㈰・18㈰・22㈷
10/16㈰

大井ふ頭中央海浜公園
（八潮4－1）他

一般男子8/24㈬、
一般女子、壮年男
子・女子9/1㈭

500円
壮年ペア　800円

※送料代82円切手持参

○9/11・18一般男子
○9/22一般女子、壮年男子・女子（50歳以上）　○10/16男女準決勝・決勝
※予備日9/25㈰大井ふ頭中央海浜公園

バレー
ボール 9/11㈰・18㈰・25㈰ 総合体育館他 8/31㈬

1チーム　3,000円

○9/11・25一般男子・女子の部（6人制）　○9/18・25家庭婦人の部（9人制）
※代表者会議は9/7㈬午後7時から総合体育館

バスケット
ボール

9/18㈰・24㈯・25㈰
10/1㈯・2㈰・8㈯・15㈯

総合体育館
戸越体育館 9/1㈭ ○一般男子・女子　※代表者会議は9/7㈬午後7時から総合体育館

少林寺拳法 9/11㈰ 戸越体育館

500円
小中高生　300円

○単独演武（少年の部・段外の部・段の部）○自由組演武（少年の部・段外の部・段の部）

陸上競技 10/16㈰ 大井ふ頭中央海浜公園 9/4㈰

○小学3・4年男子・女子（80m）○小学5・6年男子・女子（100・800m）○小学生男子・
女子（走り幅跳び）○中学男子（100・200・1,500・3,000m、400mリレー、走り幅跳び、
走り高跳び、砲丸投げ）○中学女子（100・200・800・1,500m、400mリレー、走り
幅跳び、走り高跳び）○壮年男子（40歳以上）（60・5,000m）○壮年男子（50歳以上・
60歳以上）（3,000m）○一般男子（高校生含む）（100・200・400・1,500・5,000m、
走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）○一般女子（高校生含む）（100・200・1,500m、
走り幅跳び、走り高跳び）※リレーを除き1人2種目参加可。

申申込締切日までに費用を持ってスポーツ協会へ（8月15日㈪を除く）
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「夢をかなえるために」
ソフトボールオリンピック元日本代表監督の講師が、
チームワークと人間の無限の可能性、あなたの夢をか
なえるヒントをお話しします。
日10月3日㈪午後6時～7時30分　
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／宇津木妙子（NPO法人ソフトボール・ドリーム
理事長）
人16歳以上の方260人（抽選）　託児／1歳～就学前のお子さん10人（抽選）
申9月15日㈭（必着）までに、往復はがき（1人1枚）に「夢をかなえるために」と
し、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、手話通訳希望の有無、託児
希望の方はお子さんの氏名・月年齢・性別を文化観光課生涯学習係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6837）へ　○区ホームページから電子申請もできます。

巨大すごろくの「マス」（1畳）に、
東海道品川宿をイメージしたデザイ
ン＆内容を考え、最終日にマスをつ
なげ、大すごろく大会を開催します。

日9月17日㈯午後1時～5時、18日㈰午前10時～午後5時　　　　
場きゅりあん（大井町駅前）
人両日参加可能で、踊り・音楽・美術・工作など表現することが好きな小学3年生以上の方30人（先着）
￥500円（保険料・材料費）
申8月10日㈬～31日㈬に、はがきかFAX、Eメールに「アーティスト展リアルすごろく申し込み」とし、
住所、氏名、年齢、電話番号をメイプルセンター（〠140－0015西大井1－4－25☎3774－5050 
Fax3776－5342 maple@shinagawa-culture.or.jp）へ

しながわ水族館しながわ水族館
開運！
しながわ水 館

「夢の水槽」アイデア大募集！

こわ～い言い伝えを持つ生き物や、しあわせを呼ぶ生
き物たちを紹介。とっておきの怪談話や幸運の手相解
説の展示もあります。
日9月4日㈰まで
開館時間／午前10時～午後5時　
※火曜日休館。8月31日㈬までは無休で午後6時まで
営業。入館は閉館30分前まで。
入場料／1,350円（800円）、小・中学生600円（400
円）、4歳～就学前300円（200円）、65歳以上1,200
円（700円）
※区内在住・在勤・在学の方は、住所など（65歳以上の方は年齢も）が確認
できるものを各自提示すると（　）の料金になります。

「あったらいいな」と思うオリジナルの「夢の水槽」のアイデアを区民の方か
ら募集します。応募いただいた中から最優秀賞1案を選定し、そのアイデアを
生かした水槽を実際に展示します（2017年夏頃）。
申9月30日㈮（消印有効）までに、公園課（第二庁
舎4階）・しながわ水族館で配布する応募用紙を郵送
かEメールで同館へ　
※応募用紙は同館ホームページからダウンロードもできます。

島田秀平
プロデュース

図書館の平和フェア「本が伝える、平和への思い」図書館の平和フェア「本が伝える、平和への思い」
平和に関する本の展示・貸し
出しを行います。
日8月31日㈬まで
問品川図書館☎3471－4667

夏休み工作教室「天体望遠鏡を作ってみよう！」夏休み工作教室「天体望遠鏡を作ってみよう！」
日8月21日㈰午後2時～4時30分
場天王洲公園管理事務所（東品川2－6－23）
人区内在住か在学の小学生15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

JR東日本東京総合車両センターJR東日本東京総合車両センター
夏休みフェア2016夏休みフェア2016

●車両の展示
●ミニ電車体験乗車
●車体と台車の組み立て実演
●トイトレイン
●鉄道グッズ販売
●Nゲージ展示

日8月27日㈯午前10時～午後3時（入場は午後2時30分まで）
場問東京総合車両センター（広町2－1－19☎3771－7503）
※駐車場はありません。
※展示車両を撮影する際、三脚・自撮り棒などの使用はご遠慮ください。

図書館 テーマ
品　川 世代をつなぐ平和への思い
二　葉 平和のバトンをつなごう
荏　原 戦争について考えよう
南大井 沖縄について考える　沖縄の今昔
源氏前 伝えたい戦争と平和
ゆたか 戦後71年　平和への歩み
大　井 平和について考えませんか？
五反田 平和な未来へ
大　崎 今『平和』についてみつめ直そう
八　潮 ヒロシマ・ナガサキの記憶
※品川図書館では映画上映会も行います。

土星と火星を星のソムリエ土星と火星を星のソムリエ®®と見よう！と見よう！
日8月27日㈯午後7時～8時30分　※雨天曇天中止。
場東品川海上公園屋上庭園（東品川3－9）
人100人程度　※小学3年生以下は保護者同伴。
問（内容・当日の開催について）しながわ中央公園管理事
務所☎5740－5037、（その他）公園課☎5742－6789

海の学び海の学び舎舎
やや

・わくわくキッズパーク・わくわくキッズパーク
理科実験教室や移動水族館、ワークショッ
プなど、海洋をテーマとした展示や様々な
参加型特別体験プログラムを実施します。
詳しくは船の科学館ホームページをご覧く
ださい。
日8月28日㈰まで
開館時間／午前10時～午後5時　
※月曜日休館（祝日の場合は翌日）。
場問船の科学館（東八潮3－1☎5500－
1111 www.funenokagakukan.or.jp/）

女性の活躍推進講演会 第3回 古典の日記念 　　

  　品川能楽鑑賞会 清経
日11月5日㈯午後2時開演（午後1時30分開場）　　　　　
場喜多能楽堂（上大崎4－6－9）　出演／長島茂（シテ）他
￥3,800円、学生2,200円（全席指定）　※学生は、当日学生証提示。
発売開始／8月2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。※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

参加者募
集！！

しながわ
アーティ

スト展

2016
　ワークショップで、
体験型リアルすごろくを

アーティストと一緒に作ろう！

しながわ水族館開館25周年記念

夏の特別展

場問しながわ水族館（〠140－0012勝島3－2－1 しながわ区民公園内
☎3762－3433 info-2@sunshine-event.jp www.aquarium.gr.jp/）

最優秀賞受賞者には
すてきなプレゼントが

あります！

楽しいイベントがたくさんあるよ！
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六行会＝耕
こう

運
うん

機
き

品川建設防災協議会＝防災備品
本田豊＝各国外貨

〔地域振興基金〕92,320円
（5・6月分）
小山四丁目町会＝72,320円
中尾誠利＝20,000円

ご寄付をありがとう
ございました
（敬称略・順不同）

戦争・原爆死没者の
慰霊と世界の平和を祈り、
黙とうをささげてください

広島市原爆投下日 8月6日㈯午前8時15分
長崎市原爆投下日 8月9日㈫午前11時2分
終戦記念日 8月15日㈪正午

問総務課☎5742－6625

シンボルマーク

「健康塾」ではつらつ笑顔

体にやさしい体操です。健康
のために始めてみませんか。

日10月3日㈪～29年3月　
※祝日・年末年始は除く。
Ａ教室＝午前9時30分～10時30分
Ｂ教室＝午前10時45分～11時45分
内健康体操
人60歳以上の方各20人程度（抽選）
※こみゅにてぃぷらざ八潮は15人程度。
※医師に運動を禁じられている方はご
遠慮ください。
￥各3,600円　
申8月19日㈮までに、本人が直接希望
の会場へ
※スクエア荏原の申し込みは健康課健
康づくり係（本庁舎7階）へ。
※こみゅにてぃぷらざ八潮は8月9日㈫
は休館です。
問健康課健康づくり係☎5742－6746

曜日 会場 所在地

月

東品川シルバーセンター 東品川3－32－10
平塚橋ゆうゆうプラザ　 西中延1－2－8
ゆたかシルバーセンター 豊町3－2－15
スクエア荏原 荏原4－5－28

火

旗の台シルバーセンター 旗の台4－13－1
西大井いきいきセンター 西大井2－5－21
関ヶ原シルバーセンター 東大井6－11－11
後地シルバーセンター　 小山2－9－19

水

荏原第二区民集会所 荏原6－17－12
ゆたかシルバーセンター 豊町3－2－15
東大井区民集会所＊ 東大井2－16－12
こみゅにてぃぷらざ八潮 八潮5－9－11
大崎第二区民集会所 大崎2－9－4
南品川シルバーセンター 南品川5－10－3

木

大井第三区民集会所 西大井4－1－8
八潮地域センター 八潮5－10－27
五反田シルバーセンター 東五反田2－15－6
荏原第三区民集会所 平塚1－13－18 
荏原第五区民集会所 二葉1－1－2

金

西五反田シルバーセンター 西五反田3－9－10
北品川シルバーセンター 北品川1－29－12
南大井シルバーセンター 南大井3－7－13
小山シルバーセンター 小山5－17－18

＊ 東大井区民集会所は1・2月は工事のため
関ヶ原シルバーセンターで行います。 

問各在宅介護支援センター
　高齢者福祉課
　　高齢者支援第一係☎5742－6729　高齢者支援第二係☎5742－6730
　　保健医療・認知症対策係☎5742－6802

今から約50年前の1969年に、人類は地球から約38万km
かなたの「月」に初めてその足跡をしるしました。この記
念事業では、アポロ15・16号が持ち帰った貴重な「月の石」
や、知られざる宇宙開発のドラマと月探査、宇宙の謎に挑
む人類の活動を紹介します。

日9月10日㈯午後1時30分～2時15分
会場／音楽ホール（地下1階）
人250人（抽選）
申8月15日㈪（必着）までに、往復はがきに「基
調講演希望」とし、参加者全員の住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号を五反田文化センターへ

●プロフィール
1999年、国際宇宙ステーション（ISS）の宇宙飛行士候補者に選ばれ、2001年認定。
2004年ソユーズ宇宙船運航技術者、2006年スペースシャトル搭乗運用技術者の
資格を取得。2010年4月、スペースシャトル・ディスカバリー号で宇宙へ。ISS組
立補給ミッションSTS-131に従事。

米航空宇宙局（N
ナ サ
ASA）のアポロ計画で持ち

帰った月の石（実物）がやってくる！

 ★★ 体験展示
●ミニプラネタリウムでタイムトラベル
●隕

いん

石
せき

って何だ！？さわってみよう！
●宇宙服で記念撮影　など

 ★★ 天文・宇宙グッズショップ
J
ジ ャ ク サ

AXA公式グッズを販売します。

 ★★ 五反田星カフェ
宇宙をイメージしたお弁当や軽食、ソフトドリンクなどを販売します。

 ★★ ワークショップ
●かさぶくろロケットを飛ばそう
●ポンポンホバークラフトを飛ばそう
●紙コップでロボットアームを作ろう
●大気圧＆おもしろ真空実験
●水ロケットを飛ばそう（11日㈰のみ）

当日申し込み

 ★★ 月観望会
天体望遠鏡で月を見てみませんか（協力：品川星の会）。
日9月10日㈯午後3時～6時

 ★★ プラネタリウム  特別プログラム
約15分のショートプログラムを投影します。この機会にプラネタリウムで
星空を見てみませんか。このほか、特別講師や英語による投影もあります。
●特別講師による投影
　10日㈯午後3時30分～5時＝林完次氏
　11日㈰午後1時30分～2時20分＝村松修氏
　　　　午後3時30分～4時20分＝金井三男氏
●英語による投影
　10日㈯午後1時30分～2時20分

9月10日㈯・11日㈰
は入場無料！

入場無料！
五反田文化センター5050周年周年記念事業

  9/10㈯・11㈰
午前10時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
場問五反田文化センター（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451 
Fax3492－ 7551 sh inagawa-gotanda -p lanetar ium.com）

「
所在地

塾」では

康
曜

暑さ本番、特に高齢の方は熱中症への注意が必要です。
 　　　　　　　❶水分をこまめにとること
 　　　　　　　❷暑さを避けること
 　　　　　　　❸食事・休息をしっかりとること
予防方法を正しく理解して熱中症を防ぎ、暑い夏を元
気に乗り切りましょう。気になることがある時は相談
してください。

高齢者の
熱中症を
防ごう！

熱中症予防
のポイント

★2階五反田図書館で上記イベント関連図書の特集を行います。
★4階教育総合支援センターで50年前の教科書の展示を行います
　（9月5日㈪～10日㈯）。
★ 5階ラウンジに五反田文化センターの歩みなどを掲示したメッセージ
ボードを設置します（8月13日㈯から）。

50周年関連事業

基調講演

山崎直子宇宙飛行士「宇宙への挑戦」

特別展示

月への挑戦 9月5日から開催

ホームページで
詳しくご案内しています
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8月の区議会
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
22日㈪午後1時
行財政改革特別委員会／23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／24日㈬午後1時
議会運営委員会／25日㈭午後1時
※傍聴券は開会の1時間前から配付します。
問区議会事務局☎5742－6809

犯罪被害者などの特設相談窓口を
開設します
品川・大崎・大井・荏原警察署と合同で
犯罪被害者などの相談に応じます。また、
犯罪被害者に関するパネル展示やリーフ
レットの配布も行います。
日8月19日㈮午前10時～午後3時
場大崎第二区民集会所（大崎2－4－9）
※区内各警察署と区民相談室では常時、
相談窓口を開設しています。
問区民相談室☎3777－2000

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9月7日㈬・13日㈫午後1時～3時30分、
26日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日9月29日㈭午後1時～4時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日9月2日㈮・16日㈮・23日㈮・30日㈮
午後1時～4時、9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。

第214回東京都都市計画審議会
日9月2日㈮午後1時30分から
場特別会議室（都庁第一本庁舎北42階）
傍聴人数／15人（抽選）
申8月12日㈮（消印有効）までに、往復
はがき（1人1枚）で住所、氏名、電話番
号を東京都都市計画課（〠163－8001東
京都都市整備局）へ 
※付議予定案件は、東京都都市整備局ホー
ムページをご覧いただくかお問い合わせ
ください。
問東京都都市計画課☎5388－3225
品川区都市計画課☎5742－6760

児童扶養手当の加算額が変わります
8月1日から「児童扶養手当法」の一部が
改正され、児童扶養手当の第2子の加算
額と第3子以降の加算額が変更（12月支
給分から）されます。

7月まで 8月から＊

2人目の
加算額

月5,000円
（定額）　

全部支給：月10,000円
一部支給：
月9,990～5,000円

3人目以降
の加算額
（1人につき）

月3,000円
（定額）　

全部支給：月6,000円
一部支給：
月5,990～3,000円

＊所得に応じて決定されます。

※29年4月からは、物価の上下に合わせ
て支給額が変わる「物価スライド制」を、
子どもが2人以上の場合の加算額にも導
入します。
問子ども家庭支援課☎5742－9174

都営住宅入居者の募集
募集住宅／家族向け（ポイント方式）、単
身者向け、単身者用車いす使用者向け、
シルバーピア、事業再建者向け定期使用
申込用紙配布場所／住宅課（本庁舎6階）、
地域センター、文化センター、サービス
コーナー、品川宅建管理センター
申8月9日㈫まで配布する申込用紙を、郵
送で渋谷郵便局（ポイント方式と事業再
建者向けは東京都住宅供給公社募集セン
ター）に8月12日㈮までに届いたものに
限り受け付け
●申込用紙休日配布窓口
日程 会場
8/6㈯ 荏原文化センター（中延1－9－15）
8/7㈰ 本庁舎3階ロビー
※時間は午前10時～午後4時。
問住宅課住宅運営担当☎5742－6776

障害者福祉手当を支給します
8月19日㈮頃受給者の口座に振り込みま
す。振込通知は年1回、4月期に送付済み
です。
対象／次のいずれかにあてはまる方
身体障害者手帳1～3級、愛の手帳1～4度、
脳性マヒ・進行性筋萎縮症、戦傷病者手
帳特別～第4項症、規則に定める特殊疾
病にり患している、精神の障害により1級
の障害基礎年金などを受給している
※児童育成手当（障害手当）に該当する方、
障害者支援施設や特別養護老人ホームな
どの施設へ入所している方は手当の支給
対象になりません。 
※所得制限額（扶養のない方で3,604,000
円）を超えている方は対象になりません。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707 Fax3775－2000）

品川区営自転車等駐車場の指定管
理者を募集します
募集要項配布期間／8月8日㈪～12日㈮
※応募方法など詳しくはお問い合わせく
ださい。
募集要項配布場所・問土木管理課自転車
対策係（第二庁舎5階☎5742－6786）

アスベストの分析調査・除去工事
費用を助成します
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／①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）
②アスベスト除去工事（アスベスト含有
吹き付け材）
助成額・件数／①調査費用の10分の10
（上限1棟25万円）・5件（先着）
②除去工事費用の3分の2（上限1棟300万
円）・3件（先着）  ※事前にご相談ください。
問環境課指導調査係☎5742－6751

｢おもちゃの病院｣ 医師募集
壊れたおもちゃを修理するボランティア
医師を募集します。
日土曜日午後1時～3時30分　
※祝日を除く。
人おもちゃの修理に興味がある方若干名
場申8月19日㈮までに、電話で消費者セ
ンター（大井1－14－1☎5718－7181）へ

O美術館は保守点検のため休館します
日8月11日㈷～18日㈭
問同館☎3495－4040

28年度就学義務猶予免除者などの
中学校卒業程度認定試験
人次のいずれかにあてはまる方
①病気などにより、就学義務を猶予か免
除されている　②やむを得ない事由によ
り登校することができず卒業することが
できなかった　③就学猶予か免除に相当
する事由があると認められる
※詳しくは、お問い合わせください。
願書受付期間／8月22日㈪～9月9日㈮
（消印有効）
試験日／10月27日㈭
受験案内等配布場所／東京都義務教育課
小中学校担当（都庁第一本庁舎40階）
願書提出先／文部科学省生涯学習推進課
認定試験第一・二係（〠100－8959千代
田区霞が関3－2－2☎5253－4111内線
2643・2024）
問学務課☎5742－6828

自衛官募集
募集種目／①海上・航空自衛隊航空学生
②一般曹候補生③自衛官候補生
受付期間／9月8日㈭まで
受験資格／①高卒（見込み含む）18歳以
上21歳未満②③18歳以上27歳未満　
※年齢は29年4月1日現在。
試験期日／①9月22日㈷②9月16日㈮か
17日㈯③受付時に連絡
問自衛隊五反田募集案内所☎3445－7747
防災課☎5742－6696

武蔵小山創業支援センターオフィ
ス入居者募集中
所在地／小山3－27－5
募集対象・￥606号室（5.48㎡）＝月22,000
円、607号室（5.69㎡）＝月23,000円、608
号室（5.67㎡）＝月23,000円
※保証金3カ月分必要。
入居期間／2年　
※状況により更新1回可。
応募資格／サービス業か小売業で6カ月
以内に創業予定か創業後3年未満の中小
企業者で、成長意欲の高い方など
※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。
問商業・ものづくり課☎5498－6333

　

ママのリフレッシュタイム
日9月2日～10月21日の金曜日午前10時
～11時30分（全7回）※9月30日を除く。
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
内アロマテラピー、食育勉強会　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）　
※託児なし。お子さんの同伴不可。
￥2,500円（材料費・食材費など）
申8月12日㈮（必着）までに、往復はがき
で講座名、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、Ｅメールアドレスを子ども育成課庶
務係（〠140－8715品川区役所☎5742
－6692）へ

健康づくり運動指導者育成セミナー
日9月24日～10月15日の土曜日
午後1時30分～3時30分（全4回）
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
内ストレッチと筋力トレーニング（講義
と実技）
人全回出席できる、中高年向けの運動指
導者をめざす方30人（抽選）
￥1,000円（資料代など）
申8月31日㈬までに、電話で健康課健康
づくり係☎5742－6746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
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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

講座・講演

お知らせ！

電子



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8月1日号 7

認知症予防プログラム講習会
●講習会
日時 内容

9/8㈭
13:30～
 16:00

①認知症の基礎知識と日常生活に
おける認知症予防の講話
＜希望者のみ＞
②脳の健康度測定（ファイブ・コ
グ検査）

9/15㈭
13:30～
15:30

＜②の検査を受けた方＞
ファイブ・コグ検査の結果、認知
症予防プログラムの説明

人60歳以上の方40人（先着）
●認知症予防「旅行」プログラム　
日9月29日～10月27日の木曜日
午後1時30分～3時30分（全5回）
人講習会を両日受講された方
￥3,000円（教材費）
───────共　　通───────
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
申電話で、荏原保健センター☎3788－
7016へ

子育て支援講座「完璧な親なんて
いない（NPプログラム）」
日9月14日～10月19日の水曜日
午前9時30分～11時30分（全6回）
※12月14日㈬にフォローアップ講座開催。
場伊藤児童センター（西大井6－13－1）
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（抽選）
※託児あり（無料）。
￥500円（資料・お茶代込）
申9月5日㈪（消印有効）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☎5742－6596

ワークライフバランス講座
キラリ生活のためのこころ磨き
日9月1日㈭・8日㈭
午後6時30分～8時30分（全2回）
内「ヴォイスセラピーで声活力アップ」他
人25人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん10人
場申8月15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、託児希望の方はお子さんの氏
名・年齢・性別を男女共同参画センター（〠
140－0011東大井5－18－1きゅりあん3
階☎5479－4104）へ　

ライフプランセミナー～自分の人生
は自分で決める・遺言編
日8月24日㈬午後2時～4時
場社会福祉協議会（大井1－14－1）
人30人（先着）
申8月23日㈫までに、電話で品川成年後
見センター☎5718－7174へ

消費生活教室
｢セカンドライフと生命保険」
日8月30日㈫午後2時～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）
内高齢期の生命保険とのつき合い方
人30人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－7181
へ

悠々ボランティア育成講座
シニア世代を対象にした、子育て支援ボ
ランティア育成講座です。
日9月7日～28日の水曜日
午後1時30分～4時30分（全4回）
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
内コミュニケーションゲーム、講義、先
輩修了生との経験交流会
人区内在住で、全回参加可能なおおむね
55歳以上の方15人（先着）
申8月24日㈬までに、電話で子ども育成
課☎5742－6596か東大井児童センター
☎3471－1070へ

発達障害・思春期サポート事業～発達
特性の理解と対応ステップアップ講座
日9月24日㈯、10月15日㈯、11月26日㈯
午後6時～8時（全3回）
日中小企業センター（西品川1－28－3）
人90人（先着）　￥500円（資料代）
申9月20日㈫（必着）までに、往復はがき
かEメールで、講座名、希望日（複数可）、
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

実践̶創業・新事業計画策定セミナー

基礎編 ①9/24　13:00～15:50
②9/29　18:00～20:50

各
35人

実践編
（全4回）

11/5～26の土曜日
13:00～16:50 25人

場品川産業支援交流施設（北品川5－5－15）
人区内での創業者（予定含む）、区内中小
企業の新規事業開発予定者など
￥実践編3,000円
申電話かFAX、Eメールで中小企業診断士会
事務局（☎・Fax3787－9997 teru3box@
aol.com）へ
問商業・ものづくり課☎5498－6333　

環境学習講座「元気象庁予報官によ
る天気図の見方・読み方・作り方」
日9月11日㈰午後2時～4時　
場353会議室（第三庁舎5階）
人中学生以上の方50人（先着）
申9月5日㈪（消印有効）までに、往復はが
きかFAXで講座名、住所、氏名、年齢、電
話かFAX番号を環境情報活動センター（〠
140－8715品 川 区 役 所 ☎・Fax5742－
6533）へ　※ shinagawa-eco.jp/か
らも申し込めます。

事業承継セミナー「これから始める！
一番やさしい事業承継入門セミナー」
日9月14日㈬午後6時30分～8時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内中小企業の経営者・後継者50人（先着）
※申込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。
問商業・ものづくり課☎5498－6334

Windows7によるパソコン教室（初心
者）9月火曜コース受講者追加募集中！
55歳以上の方が対象です。詳しくは8月
19日㈮までにお問い合わせください。
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
￥2,000円
問高齢者地域支援課☎5742－6733

第4回しながわエコ・クッキング選手権
家族が笑顔になる“かぼちゃレシピ”
決勝大会開催日／10月29日㈯
※書類選考通過者は決勝で調理します。
場東京ガスキッチンランド川崎（川崎市
川崎区）
人区内在住か在勤・在学の方　
※飲食店関係者を除く。
応募条件／①かぼちゃをメインに使った
レシピ、②区内商店街で食材を購入、③
エコ・クッキングで作った料理、④材料
費は4人分2,000円以内。調理時間は1時
間以内、⑤ガスならではの調理法を明記
申9月30日㈮（必着）までに、品川区商
店街連合会で配布する応募用紙を同会（〠
141－0031西品川1－28－3）へ郵送
※応募用紙は shoren.shinagawa.or.jp/
からダウンロードもできます。
問品川区商店街連合会☎5498－5931　
環境課環境推進係☎5742－6755

戸越台特別養護老人ホーム「力を
合わせて、戸越台まつり！」
日8月20日㈯午後2時～3時30分
場戸越台中学校（戸越1－15－23）
内子ども太鼓、盆踊り、模擬店など
問同ホーム☎5750－1054

特別養護老人ホーム
成幸ホーム「成幸まつり」
日8月27日㈯午後1時30分～3時
内子ども太鼓、フラダンス、お楽しみ漫談、
模擬店など
場問同ホーム（中延1－8－7☎3787－
3616）

品川＆早川ふるさと交流
森のお月見プラン
日9月14日～16日のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
対象／区内在住の方各日20人（先着）
￥7,250円、小学生6,620円（1泊2食付
き宿泊費、プログラム参加費、消費税）
※区内在住の方は、事前申請により年度
内3泊まで2,000円の助成が受けられま
す。
申電話で、ヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
問地域活動課☎5742－6856

第242回日曜コンサート
日8月21日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／リスト作曲「ラ・カンパネラ」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

イベント
●東京バロック管弦楽団第2回演
奏会～イタリアバロックの誕生と
展開　8月13日㈯午後2時～4時。
350人先着。当日スクエア荏原へ。
☎090－4959－9679柳澤
●手作り行

あんどん

灯フェアー  8月20日㈯
午後6時30分点灯。雨天の場合は

27日㈯。当日しながわ中央公園へ。
しながわ美術家協会事務局・岩崎
☎080－3008－2622
　 サークルなど
●東京の町ウォーキングトレイル
（都内各所歩き）　第3㈯午前10時。
年4,650円。（入）500円。☎3775－
8537藤田

●たかねトリム　㈫午前10時。五
反田文化 。月750円。（入）1,000
円。☎3492－2834皆川
●宮前トリムクラブ　㈫午後7時。
宮前小。3カ月2,000円。（入）500円。
☎3782－7648中野
●ききょう会（箏

そう

曲）  ①㈪午後1時
30分②㈯午後3時。荏原文化 。
月各2,000円。☎5702－4378池田

●ムツミ囲碁グループ　第1・2・3・
4㈭午後6時。中小企業 。月200
円。☎3781－7735川上
●花水木（短歌）　初心者歓迎。
第2㈫午後1時。荏原文化 。月
1,500円。☎3786－2381中井
●ウクレレ・アロハ　第1・2・3
㈪午後1時30分。旗の台文化 。
月3,500円。☎3458－4884橋本

●ウクレレ・ひまわり　初心者歓
迎。㈯午後1時30分。後地シルバー
。月2,000円。（入）1,000円。☎

3784－2909鈴木
●悠芸塾（カラオケ）　①㈫午後1
時30分②㈫午後6時30分③㈬午後
1時30分④㈭午後1時30分。五反
田文化 。月各5,000円。☎3472
－2046石井

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

●26日㈮～31日㈬／観光スケッチ協
会展2016　東京展
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。

●11日㈷～14日㈰／しながわ平和のた
めの戦争展（絵画、写真、生活用品、教
科書など）
●17日㈬～21日㈰／第十一回「わの会」
コレクション展（絵画）
●24日㈬～29日㈪／清水都教室展（絵
画）
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8月6日㈯・7日㈰午後3時～8時30分
場西大井広場公園（西大井駅前）
内盆踊り、歌謡コンサート、模擬店、地
方物産展など
問二葉中央商店会・梅田
☎3781－4395

日8月27日㈯午後2時開始
28日㈰午前11時開始
内食べ歩き・買い歩きイベント、銀ちゃ
んとのコミュニケーション、スタンプラ
リー、模擬店など
場問戸越銀座商店街連合会（☎3788－
1474 www.togoshiginza.jp/）

日8月27日㈯午後4時～8時
内模擬店、ゲーム大会など
※午後6時45分から大原小学校（戸越6
－17－3）で野外アニメ映画大会。
場問戸越公園駅前南口商店会
☎3781－8444

日8月27日㈯・28日㈰正午～午後9時
※盆踊りは、27日午後6時から。雨天の
場合は28日に実施。
場大井町駅前中央通り
問大井どんたく夏まつり実行委員会
（☎3471－9740 www.ooimachi.jp/）

日内①8月29日㈪午後７時＝えばら寄席
②30日㈫・31日㈬午後4時～9時＝盆踊
り大会、模擬店など ※30日午後4時から
ジャンボのり巻き大会を開催。
場荏原町商店街シャイニングロード  他
問荏原町商店街振興組合
☎3783－8221

日10月1日㈯午後3時30分～6時40分
場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
人区内在住か在勤の20歳以上の方、品
川区勤労者共済会会員と会員からの紹
介の方40人
￥4,000円
申9月4日㈰までに、FAXでイベント名、
住所、氏名（ふりがな）、生年月日、性
別、電話番号、Eメールアドレス、共済
会会員は会員番号を品川区勤労者交流
会事務局〈オーネット内〉（☎050－
5817－5544 Fax3700－5965）へ

Ｏ美術館  8月の催し

品川納涼祭

第19回とごしぎんざまつり

区民ギャラリー  8月の催し 第62回  大井どんたく夏まつり

夏休みふれあいこどもまつり

勤労者交流会

第19回子どもと家族の夕涼み広場

文化・イベント情報文化・イベント情報



・外国人人口…………11,461
　　男………………… 5,565
　　女………………… 5,896

総人口…………… 381,723世帯…………………211,798

・日本人人口…………370,262
　　男…………………181,707
　　女…………………188,555

  人口と世帯（平成28年7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）

8/1
2009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8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
 　アーテンシェルター （仮）

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 トビーが行く！
しながわ坂物語２

月
三之助の笑顔いっぱい
遊び心も薫り立つ！
喫茶マーブル

火
三之助の笑顔いっぱい
夢の世界へご招待！
劇団四季『リトルマーメイド』

水
しながわの
チ・カ・ラ
しながわの学童
集団疎開

しながわの
チ・カ・ラ
しながわの学童
集団疎開PART2

品川歴史探訪
品川の海～猟師町の発展と
海苔養殖のおこり～

木
いま聞いておきたいあの日の記憶（三）
 　武蔵小山から満洲へ！
～満洲東京開拓団（仮）

金 復活！しながわ探検隊 ほっとインフォメーション
 　図書館ライフ（仮）

いま聞いておきたい
あの日の記憶（三）
武蔵小山から満洲へ！
満洲東京開拓団（仮）

戦後70年特別企画シリー
ズ最終回は、知られざる
武蔵小山からの満蒙開拓
団と中国本土での惨劇を
生還者が語ります。

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

新

新

新 東京都の水道水源の8割を占める利根川
水系のダム群の貯水量が減少しています。
より一層の節水にご協力ください。

問東京都水道局お客さまセンター
☎5326－1101

　27年度介護保険制度の運営状況のあらましをお知らせします。詳しくは
区ホームページなどをご覧ください。
　介護保険制度が創設されて17年目を迎えました。区では、区内20カ所の
在宅介護支援センターを中心に地域での暮らしを支えるため、独自の総合的
な仕組みにより適切な介護保険制度の運営に努めています。

歳入のうち、介護保険料は48.7％で、残りは税金などにより構成されています。
歳出は保険給付費が9割近くを占め、ほかに地域支援事業費として約6％が新し
い総合事業の実施や介護予防事業の充実などに充てられています。

保険給付費は、地域での生活を支援する地域密着型サービス費が27％増加しま
したが、27年度介護報酬改定と在宅サービス（予防給付）の一部が地域支援事
業へ移行したことにより、全体では1.1％減となっています。地域支援事業費は、
予防給付からの移行により約2.5倍増加しています。

28年4月1日現在、区の
高齢者人口は80,260
人となり、区民の5人に
1人が65歳以上の高齢
者となっています。

要介護認定を受けている高齢者は前年度と比べ微増となっています。後期高齢者
（75歳以上）では約3割の方が認定を受けています。

（各年度3月31日現在）

第1号（65歳以上） 第2号
（40～64歳）

26年度 27年度
 

27年度65～74歳 75歳以上
被保険者数 79,435人 80,993人 41,960人 39,033人 129,719人
認定者数 13,623人 13,654人 1,885人 11,769人 365人
認定率 17.1% 16.9% 4.5% 30.2% 0.3%

※被保険者は、住民基本台帳人口のほか、住所地特例者（区外の施設入所者など）
を含む。

区民の5人に1人が高齢者（65歳以上）です

介護保険の約半分を税金で支えています

介護にかかる費用が増えています

高齢者の約6人に1人が要介護認定を受けています

（住民基本台帳　各年4月1日現在）

27年 28年
うち75歳以上

総人口 373,732人 380,293人 －
高齢者人口 78,739人 80,260人 38,376人
高齢化率 21.1％ 21.1％ 10.1％

65歳以上の要介護認定者数

27年度
歳入
22,539

第1号被保険料
（65歳以上）
5,069

第2号被保険料
（40～64歳）
5,913

国庫支出金
4,829

都支出金
3,139

区からの
繰入金
3,339

その他　12
繰越金　238

27年度
歳出
22,539

在宅
サービス
11,880

地域密着型サービス　1,665

施設
サービス
5,683

その他　1,017
市町村特別給付　13

地域支援事業費　1,319
財政安定化基金　0
準備基金積立金　44
事務費など　347
認定審査会事務費　218
繰越金　340
諸支出金　13

国・都・区の税金など
11,307（50.2％）

介護保険料
10,982（48.7％）

保険給付費
20,258（89.9％）
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27年度26年度

予防訪問
事業

予防通所
事業

その他

介護予防
事業

包括的支援
事業

527
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450

99

138
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364
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27年度26年度

施設サービス

在宅サービス
（介護給付）

在宅サービス
（予防給付）

市町村特別給付

その他

地域密着型
サービス

20,486 20,258
954 1,017

5,683

11,252

6281,617

10,632

1,312 1,665

5,946
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■ 介護保険給付費の推移

■ 27年度決算見込み

■ 地域支援事業費の推移

サービス（予防給付）
から移行

介護予防・
日常生活支援
総合事業
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1,000

2,000
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4,000

5,000

6,000

7,000
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10,000

11,000

12,000
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27年度26年度

13,65413,623

4,764

8,859

4,334

9,320

要介護 1
3,112

（22.8%）

要介護 2
1,847

（13.5%）
要介護 3
1,648

（12.1%）
要介護 4
1,564

（11.5%）

要介護 5
1,149
（8.4%）

要支援 2
1,870

（13.7%）

要支援 1
2,464

（18.0%）
27年度
13,654人

要支援
31.7%

要介護
68.3%

〈要介護度別内訳〉

（各年度3月31日現在）

　問い合わせ　高齢者福祉課支援調整係（☎5742－6728 Fax5742－6881）

27年度

介護保険制度の運営状況介護保険制度の運営状況

8月11日号は休刊します

（単位100万円）

（単位100万円） （単位100万円）

節 の 願水 お い




