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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

問い合わせ／しながわ観光協会（☎5743－7642　 www.sinakan.jp/）文化観光課（☎5742－6913  Fax5742－6893）

シナモロールスタンプラリー
東急電鉄・東京モノレール・京急電鉄の一部の駅に設置されてい
る、しながわ観光フェア限定シナモロールスタンプを集めた方（先
着1,000人）にシナモロールグッズをプレゼントします。観光フェ
アちらし裏面がスタンプ台紙です。
スタンプラリー期間／10月17日㈪～30日㈰
ちらし配布場所／スタンプ設置駅、しながわ観光協会、地域セン
ター、文化センター、図書館、まちかど観光案内所　他
景品交換場所／しながわ観光フェア内しながわ観光協会ブース
※詳しくはしながわ観光協会ホームページか観光フェアちらしを
ご覧ください。

運河探検クルーズ（天王洲・芝浦・高浜運河）
日時／10月29日㈯・30日㈰
天王洲発：①午後1時30分発②午後2時45分発
コース／天王洲ピア桟橋～レインボーブリッジ～京浜・芝浦・高浜
運河～天王洲ピア桟橋　＜60分間＞
定員／各28人（先着）
金額／各2,500円、3歳～小学生1,000円
申込先／船清・水辺観光事業部☎5479－2266
問い合わせ／文化観光課観光担当

天王洲キャナルフェス　スーパーハロウィン
日時／10月28日㈮～30日㈰午前11時～午後9時　※30日は午後5時まで。
会場／天王洲運河水辺広場（東品川1－3）
内容／水辺の映画祭、ハロウィン水上パレード（28日午後5時から）
主催／天王洲・キャナルサイド活性化協会
問い合わせ／天王洲キャナルフェス事務局
（☎070－5463－3486 canalfes.com)

29日㈯
•オープニングセレモニー
•しながわ観光パネルディスカッション
•東京消防庁音楽隊による演奏

•大井町イルミネーション点灯式

30日㈰
•サンリオキャラクターショー
　「キティズパラダイス」
•喜多能楽堂による能のステージ
•大井権現太鼓
※時間など詳しくは、しながわ観光協会
ホームページをご覧ください。

連携企画

連携企画

連携企画 水上交通〈天王洲 ⇄（目黒川）⇄ 五反田〉
船移動ならではの水上からの景色を楽しみませんか。
日時／10月29日㈯・30日㈰
天王洲発：①午後0時15分③午後4時、五反田発：②午後0時45分④午後4時30分
※変更の可能性あり。
コース／天王洲ピア桟橋  ⇄（目黒川）⇄  五反田ふれあい水辺広場桟橋
定員／各28人（先着）　金額／片道各1,000円、3歳～小学生500円
申込先／船清・水辺観光事業部☎5479－2266
問い合わせ／文化観光課観光担当

連携企画 片道
30分間

区内の様々な観光関係団体・企業区内の様々な観光関係団体・企業
による展示やアトラクションの他による展示やアトラクションの他
お楽しみがいっぱい！お楽しみがいっぱい！
•しながわ水族館によるミニ水族館（29日㈯）
•しながわみやげ展示・販売コーナー（品川縣

けん

ビールなど）
•品川区伝統工芸保存会による実演
•ホッケー（2020年東京オリンピック区内開催競技）の
　体験コーナー
•安心安全コーナー（消防車・白バイ展示、はしご車乗
　車体験〈30日㈰〉）
•区内大使館コーナー（各国料理など）
•子どもプレイイベント（エアートランポリン〈29日
　㈯〉、お楽しみフォトコーナー）
•大井町産直マルシェ（同日開催）　など

入場
無料

しながわの観光が大集結！
10月29日㈯・30日㈰は、
大井町駅前中央通りへ行こう！！
※お越しの際は、公共の交通機関をご利用ください。
※小雨決行。　※内容は変更になる場合があります。

品川区制70周年記念
ラッピングバス（都営・東急）が
区内を走ります！

車体には区内の様々なゆるキャラ®たちも載ってい
て、一緒に区制70周年をお祝いしてくれています！
走行期間／29年3月まで
問い合わせ／総務課☎5742－6624

ステージイベント
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ファイル情報 
キッズクラブ

　ファミリーイベント～家族で楽しくつくろうダンボールアート

講師の指導のもと、身近なものをつくります。
日11月3日㈷午前9時30分～午後3時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人区内在住の小学生と保護者90人（抽選）
￥1人500円（保険料、材料費）　※昼食持参。
申10月24日㈪（必着）までに、往復はがきで講座名、参加者全員の
住所・氏名（ふりがな）・年齢・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

　ひとり親家庭「B
バーベキュー

BQ遠足」

日10月30日㈰（葛西臨海公園駅午前10時45分集合）
場葛西臨海公園（江戸川区臨海町6）
人ひとり親家庭の親子30人（先着）　￥1,800円、小学生1,000円
主催／ひとり親家庭福祉協議会
申10月18日㈫までに、電話で子ども家庭支援課家庭支援係☎5742
－6589へ

　産業技術高等専門学校オープンカレッジ
　「小中学生のための楽しいロボット講座」

自律型光センサロボットの制御を学び、製作します。製作したロボッ
トは持ち帰りできます。
日11月12日㈯・13日㈰午前10時～午後4時（全2回）
人小学5年生～中学生20人（抽選）
￥3,600円
場申10月27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（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を同校（〠
140－0011東大井1－10－40 Fax3471－6338 soffice@metro-
cit.ac.jp）へ
問文化観光課生涯学習係

〠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

　いきいき筋力向上トレーニング

●参加者募集
日12月12日～29年3月13日の月・木曜日午前10時～11時30分
場①東品川シルバーセンター（東品川3－32－10）②いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内筋力トレーニングマシンを使ったトレーニング、ウオーキング、ストレッチ運動など
人区内在住で、次の全てにあてはまる方各16人（抽選）
•65歳以上　•自力で会場との往復ができる　•現在運動をするのに支障がない　
•①は東品川シルバーセンター（12月1日㈭午後2時）、②はいきいきラボ関ヶ原（11月28
日㈪午前10時）で行う説明会に必ず出席できる
￥7,200円
●トレーニング協力員募集
日トレーニング開催日の午前9時30分～正午　内会場の準備、トレーニングの補助など
人区内在住で、説明会に必ず出席できる方各8人程度（選考）
謝礼／1回2,000円
―――――――――――――――――――　共　通　―――――――――――――――――――
申10月25日㈫までに、本人が電話でコナミスポーツクラブ 0120－919－573（月～
金曜日午前10時～午後5時）へ
問高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

　サービス付き高齢者向け住宅（民間型）コムニカ入居待機者募集

所在地／旗の台4－5－17　募集戸数／5戸程度（単身用）
申込資格／区内に2年以上居住している65歳以上の一人暮らしの方など
家賃／月額83,000～95,000円（基本生活支援サービス費30,000円・共益費19,000円・
光熱費別）　※所得により家賃減額あり（上限40,000円）。
申高齢者地域支援課（本庁舎3階）・在宅介護支援センターで配布する募集の案内を確
認のうえ、10月18日㈫～11月8日㈫午前9時～午後5時にコムニカへ持参
問コムニカ☎5788－6162、高齢者地域支援課☎5742－6735

シニアクラブ

　母乳相談

母乳の飲ませ方や、母乳育児のポイント
について、助産師がアドバイスします。
日11月10日㈭午後3時10分～4時10分
人おおむね1・2カ月児の母親20人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2903へ

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 12/18㈰ 9:30～12:30

荏原保健
センター 12/ 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11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

●区ホームページの「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

　むし歯撃退教室

日11月2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（フッ素）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人（先着）
場申10月13日㈭から、電話で品川保健
センター☎3474－2902へ

　難病専門講演会

日11月8日㈫午後6時30分～8時30分
内潰瘍性大腸炎・クローン病の最新医療
と療養のポイント
講師／竹内義明（昭和大学病院消化器内
科医師）
人区内在住か在勤の方30人（先着）
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ医療機関の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）

10月16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）

10月16日㈰

 岩端医院 大　井 1 －55－14 ☎3775－1551
 内川歯科医院 東大井 3 －27－ 8 ☎3761－1216
 嶋田歯科医院 平　塚 2 －14－ 2 ☎3784－3684
 みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450
 上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

10月15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

小

内

内

内

小

小

小

歯

歯

骨

骨

内 小
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薬

薬

応 急 診 療 所
小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局
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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

10月は国保基本健診推進月間です
　自分では健康だと思っていても、気づかないうちに病気がじわじわと進行し
ている場合があります。国保基本健診は、そんな自覚症状の無い段階での早期
発見と予防につながります。あなたの健康を守るため、必ず毎年健
診を受けましょう。
　5月下旬に送付した受診券、問診票、保険証を持って区内契約医
療機関で受診してください（無料）。
※受診券の再発行可。　※土・日曜日に受診できる医療機関あり。
問国保医療年金課保健指導係☎5742－6902
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臨時福祉給付金の申請はお済みですか
申請は29年2月28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。
問品川区臨時福祉給付金事務センター　
☎3787－8351

第2回品川区子ども・子育て会議を
傍聴しませんか
日10月27日㈭午後3時～5時
場第一委員会室（議会棟6階）
内子ども・子育て計画の実施状況など
人10人（先着）
傍聴方法／当日午後2時30分から、会場前
で傍聴券を配付
○託児（満1歳以上）希望の方は、10月
21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

第142回高齢者と介護者のための料
理教室「ストレスと腰痛ケア」
日10月25日㈫午後1時30分～4時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
人20人（先着）　
￥600円
申10月21日㈮までに、電話で成幸ホーム
☎3787－5393へ

介護者教室
日10月23日㈰午後2時～4時
場月見橋在宅サービスセンター（南大井3
－7－10）
内「これだけは知っておきたい！身近な消
費者トラブル」
講師／水谷ちか（全国消費生活相談員協
会会員）
人20人程度（先着）
申10月22日㈯までに、電話で同センター
☎5767－0626へ

就業センター～パート就職面接会～
日10月24日㈪午後2時～3時30分
（受け付けは午後1時30分から）
人区内事業所にパートタイム労働者として
就業を希望する方
参加社数／5社程度
場参当日、応募書類を持って中小企業セ
ンター（西品川1－28－3）へ
※複数応募可。書類は複数持参してくださ
い。　※求人内容など詳しくはハローワー
ク品川ホームページ tokyo-hellowork.
jsite.mhlw.go.jp/list/shinagawa.htmlを
ご覧いただくかお問い合わせください。
問ハローワーク品川☎5418－7304
商業・ものづくり課☎5498－6352

コンビニ交付休止日のお知らせ
メンテナンスのため、10月15日㈯はコン
ビニエンスストアでの証明書交付サービス
を終日休止します。
問情報推進課番号制度担当☎5742－6619

建築のルールを守って住みよい安全
なまちづくり
区では、違反建築防止週間（10月15日㈯
～21日㈮）に取り締まりのための一斉公
開パトロールを実施します。建築基準法を
守り、市街地の良好な環境づくりにご協力
ください。
問建築課監察担当☎5742－6771

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
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、
窓や外壁の断熱改修など

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

屋根の軽量化、外壁耐火パ
ネルの設置、防犯ガラス・
扉などの設置など

申込者の主な要件／
①個人
・工事対象住宅に居住しているか改修後に
居住する方
・工事対象住宅の所有者か賃借者の方
※賃借者の場合は所有者から工事の承諾
を得ていること。
・前年合計所得が1,200万円以下の方
②民間賃貸住宅個人オーナー
・区内に賃貸住宅を所有している個人の方
・前年合計所得が1,200万円以下の方
③マンション管理組合
・共用部分の工事である
・対象工事について総会などで区分所有者
の承認を得ている
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
※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。
○区内の施工業者をお探しの方には、住宅
センター協議会を通じて、施工業者を紹介
します。詳しくはお問い合わせください。

介護職員初任者研修受講費用を助成
します
人4月1日～29年3月31日に介護職員初任
者研修を修了し、原則としてこの事業に参
加する介護事業者に勤務か勤務予定の方
助成額／4万円を上限（実費、テキスト代
除く）として介護事業者を通じて助成
※雇用されない場合、助成を受けられない
ことがあります。詳しくはお問い合わせく
ださい。
問高齢者福祉課支援調整係☎5742－6728

在宅介護者宿泊研修
在宅介護者の交流・意見交換を行います。
日12月10日㈯～11日㈰（午前8時福栄会
集合・午後5時頃解散、1泊2日、往復バス）
宿泊先／石

い さ わ

和温泉（山梨県）
人要支援2以上の高齢者を在宅で介護して
いる方45人（1家族1人。初めての方を優
先し抽選）
￥3,000円
申11月16日㈬までに、電話で東品川在宅
サービスセンター☎5479－2946へ

女性活躍応援プロジェクト参加者募集
事前研修（4日間）と区内中小企業での職
場実習（1～2カ月）を経て、実習先での
直接雇用をめざすプログラムです。
人出産・育児・介護などにより1度退職し
再就職を希望する、同一企業での就業歴
が1年以上ある女性の方
事前研修／11月14日㈪～17日㈭
※託児あり。1歳～就学前のお子さん先着
5人（11月2日㈬までに申し込み）。
※研修終了後に実習受け入れ希望企業と
のマッチング、職場見学後に職場実習（12
月上旬頃）があります。　※実習期間中は
実習時間に基づき助成金が支給されます。
●事業説明会・登録会
日11月7日㈪～11日㈮
①午前9時30分から②午後1時から
場中小企業センター（西品川1－28－3）他
申電話で、品川区就業体験事業運営事務
局・マイナビ☎5909－1958（月～金曜日
午前9時30分～午後5時30分）へ

低公害車買い換えを支援します
対象／区内中小企業者・個人事業者で「東
京都環境保全資金」の利子補給金等交付
決定通知を受けた方
対象車／東京都環境保全資金融資対象車
利子補給額／利子と都利子補給金確定額
との差額
信用保証料補助額／信用保証料と都信用
保証料補助金確定額との差額
申環境課で配布する申請書と添付書類を
同課環境管理係（〠140－8715品川区役所
本庁舎6階☎5742－6949）へ郵送か持参

※予算額に到達した時点で受け付けを終了
します。　
※申請書は区ホームページからダウンロー
ドもできます。

品川介護福祉専門学校　入試の案内
修業年限／2年（昼間）
取得資格／介護福祉士国家試験受験資格
応募資格／①学校推薦＝29年3月卒業見
込みの高校生②一般入試＝高校卒業か卒
業見込み、高校卒業と同等の学力があると
認められる方
選考日程／11月5日㈯・20日㈰
出願期間／選考希望日の3日前まで
選考内容／書類選考・面接、②作文あり
選考料／①免除②13,000円
※詳しくは、同校・図書館・地域センター
などで配布する募集要項をご覧いただくか
お問い合わせください。
問同校（西品川1－28－3☎5498－6364）

求　人

（仮称）上大崎特別養護老人ホームの
介護・看護スタッフを募集します
29年初夏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／介護職＝常勤（237,500円～
294,000円手当含む。シフト制）、非常勤
（時給1,200円～手当含む）、登録型ヘル
パー（時給1,600円～2,000円手当含む）
看護職＝常勤（282,500円～340,000円
手当含む。シフト制）、非常勤（時給1,500
円～2,000円手当含む）
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

講座・講演

ひとり親家庭のためのパソコン教室
（第4期）
日10月30日㈰、11月6日㈰・12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10月28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
ひとり親家庭福祉協議会（☎6417－1295
〈月～金曜日午前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☎5742－6589

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

●清掃と翌日準備
高齢者施設で施設内清掃と翌日の
準備をします。
日週1回～（月～土曜日）
16:00～17:00　
場サニーデイサービス（西大井5）
●昼食時の手伝い　ポ
高齢者施設で昼食の準備をします。
日火～金曜日11:30～13:00
場デイサービスセンター八潮陽だ
まり（八潮5）
●陶芸クラブ手伝い　ポ
高齢者施設で陶芸クラブの手伝い
をします。
日不定期（水曜日）13:30～15:30
場東品川在宅サービスセンター（東
品川3）

●施設内の清掃　ポ
高齢者施設で施設内清掃や食器洗
いなどをします。
日週1回～　※日にちは応相談。
12:30～16:00
場ケアホーム西大井こうほうえん
（西大井2）
●傾聴ボランティア　ポ
高齢者施設で話し相手をします。
日不定期　※日にちは応相談。
13:00～16:00
場ロイヤルサニー（西大井2）
●話し相手他　ポ
高齢者認知症施設で話し相手や散
歩の付き添いなどをします。
日週1回～（木曜日）10:00～16:00
場小山の家（小山7）

※　 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10月24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
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●こんなときは手続きを
年金は加入や請求など手続きが必要となります。忘れずにお届けください。

20歳になった
（第2号・第3号被保険者を除く） 区役所に国民年金加入届を提出

厚生年金などに加入している
会社に就職した 勤務先で加入手続き

結婚し、会社員など
第2号被保険者の扶養に入った 配偶者の勤務先で手続き

第3号被保険者（扶養）から外れた 厚生年金などに加入しない場合は、
区役所で手続き

60歳までに厚生年金や共済組合など
に加入している会社などを退職した 区役所で加入手続き

海外に転出した
（第2号・第3号被保険者を除く）

任意加入する場合は区役所で手続き
※住民票の転出届を出すと、国民年
金の資格は自動的に喪失します。

海外から転入した
（第2号・第3号被保険者を除く）

区役所で加入手続き　※任意加入し
ている方も変更手続きが必要です。

老齢年金を請求する
全ての期間が第1号被保険者の方は
区役所、その他の方は年金事務所か
加入していた共済組合で申請

年金を受けている方が亡くなった
国民年金・厚生年金を受けていた方
は年金事務所に、共済年金の方は、
各共済組合にお問い合わせください

※日本国籍の方と永住許可を受けた方には、20歳の誕生月の前月に、品川年金
事務所から加入手続きの案内が届きます。

老後の生活や、病気やけがで障害を負ったり、一家の担い手
を失ったなど、いざという時の生活をみんなで支える制度です。

国保医療年金課国民年金係☎5742－6682・3 Fax5742－6876
品川年金事務所☎3494－7831

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の
全ての方が加入する制度です
加入者は3種類に分けられます。
※納めた保険料は、社会保険料控除の対象になります。
　第1号被保険者　自営業、学生、アルバイト、就労していない方など
保険料月16,260円（28年度）は、加入者本人が納めます。
　第2号被保険者　厚生年金などに加入している会社員・公務員
保険料は、給与から差し引かれます。
　第3号被保険者　第2号被保険者に扶養されている配偶者
保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担するため、個人で納める
必要はありません。

受け取れる年金
老齢基礎年金  原則として65歳から受け取れます。60～64歳で
受給すると減額になり、66～70歳で受給すると増額になります。
障害基礎年金  国民年金に加入している方などが、一定の障害
の状態になったときに支給されます。
遺族基礎年金  国民年金に加入している方などが死亡したと
き、生計を維持されていたお子さん（18歳到達年度まで。障害者
は20歳未満）のいる配偶者、またはお子さんに支給されます。

他に寡婦年金、死亡一時金、特別障害給付金などの制度がありま
す。保険料の納付要件や受給要件など詳しくはお問い合わせくだ
さい。

問い
合わせ

①保険料を納めた期間（第2号被保険者期間を含む）
②第3号被保険者期間
③保険料免除期間（一部免除は、一部納付保険料を納付した場合のみ）・
学生納付特例期間・納付猶予期間

④合算対象期間（20歳以上60歳未満で次のいずれかにあてはまる期間）
・昭和61年3月以前に会社員などの配偶者だった
・平成3年3月以前に学生だった
・海外に住んでいた　など

現在の制度では、老齢基礎年金を受け取るには、次の①～④を合計した期間が25年以上必要です

●ご相談ください
保険料を納めることが困難な場合は、納付を免除・
猶予する制度があります。

※申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できます。
※所得状況などにより申請審査しますので、忘れずに税申告
をしてください。
※失業・離職した方は、本人の所得を審査対象としない特例
制度があります。
○全額（一部）免除
本人・世帯主・配偶者の所得が限度額以下の方
○納付猶予
50歳未満の方で、本人・配偶者の所得が限度額以下の方
○学生納付特例
本人の所得が限度額以下で、対象となる学校の学生
※10年以内に追納すれば、年金額に反映されます。

60歳以上でも、次にあてはまる方は国民年金に加入
して納付できます。

○年金を受け取る権利がない
納付期間などが25年に満たない方は、最長70歳まで（昭和40
年4月2日以降に生まれた方は65歳まで）
○年金の受け取り額を増やしたい
厚生年金などに加入していない65歳未満の方（満額以上は増
やせません）
※届け出た月からの加入になります。
※必要な書類などは、国保医療年金課国民年金係へお問い合
わせください。

●後納制度で未納の保険料を納められます
27年10月から3年間に限り過去5年の保険料を遡って納付することができるようになりました。後納制度で保険料を納付することにより、将来の年
金額を増やしたり、年金受給権の確保につなげられる場合があります。なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用はできません。

免除
制度

高齢任
意加入

問い合わせ／品川年金事務所☎3494－7831

郷土愛に燃える二人の落語対決をお聞き逃しなく。
日29年1月13日㈮午後6時30分開演（午後6時開場）　場きゅりあん（大井町駅前）
出演／三遊亭小遊三、林家たい平　他
￥3,700円（全席指定）
発売開始／10月21日㈮（発売初日は1人4枚まで）
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。　※未就学児入場不可。　※託児なし。
問チケットセンター CURIA（キュリア）☎5479－4140

対決！！対決！！
大月 大月 VSVS 秩父 秩父
大井町編

新春きゅりあん寄席新春きゅりあん寄席
三遊亭小遊三・林家たい平二人会三遊亭小遊三・林家たい平二人会
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しながわ水族館
25thアニバーサリーフェア
しながわ水族館（勝島3－2－1しながわ区民公園内
☎3762－3433 www.aquarium.gr.jp/）

――――――――――――　共　通　――――――――――――
開館時間／午前10時～午後5時（入館は閉館30分前まで）
休館日／火曜日、29年1月1日
入館料／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。

場所・問い合わせ

講演会
“断捨離で輝く自分へ～踏み出そう！

心の整理で夢の第一歩～”
「片付かなくて、なんだか気持ちがすっきりしない」、そんな毎日を「捨てれば得られる」の
考え方で変えてみませんか。部屋も心もピカピカにして、新しい一歩を踏み出しましょう。 
講　師 川畑のぶこ（心理療法家）

※手話通訳あり。
対　象 150人（抽選）
託　児 1歳～就学前のお子さん（抽選）
申し込み 10月28日㈮（必着）までに、往復はがき（1枚2人まで）に「フォーラム参加希望」
とし、参加者全員の住所・氏名・電話番号、託児希望の方はお子さんの氏名・月年齢、手話
通訳希望の有無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）へ
※定員に空きがある場合は、当日開演5分前に受け付けをします（事前にお問い合わせ下さい）。

問い合わせ／男女共同参画センター（☎5479－4104 Fax5479－4111）共催／男女共同参画推進フォーラム2016企画運営委員会

品川区制70周年記念

男女共同参画推進フォーラム男女共同参画推進フォーラム
区では、区民一人ひとりが互いに人権を尊重しつつ責任を分かちあい、能力と個性を発
揮できる男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいます。この取り組みの一環と
して、今年も、公募の区民の方を中心に企画した「男女共同参画推進フォーラム2016」
を開催します。

日時　11月12日㈯午後1時30分開演（午後1時開場）
場所　きゅりあん小ホール（大井町駅前）
日時
場所

講師プロフィール

川畑のぶこ
聖路加国際病院精神腫瘍
科非常勤。米国で、心理
療法（サイモントン療法）
に出会う。帰国後、日本
全国でメンタルケアの普
及・啓発に努め、患者や
家族のカウンセリングの
ほか、カウンセラーの養
成指導、医学部講師など
で活躍中。自ら断捨離を
実践した経験を生かし、
断捨離の普及にも努める。
代表著作：『断捨離のすす
め』（同文舘出版）他多数

川畑のぶこ

11月は児童虐待防止
推進月間です
区では、児童虐待防止推進月間と10・11月の
里親月間にキャンペーンを行います。

問子ども育成課児童相談係（☎5742－6959 Fax5742－6351）

児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを使用した広報・啓発活動を通
じ、一人でも多くの方に「児童虐待防止」に関心を持ってもらい、子どもたち
の笑顔を守るために一人ひとりに何ができるのかを呼びかけていく活動です。
○オレンジリボンたすきリレー
オレンジリボンをたすきに仕立て、渋谷ハチ公前から横浜山下公園までリレー
します。
日10月30日㈰午前11時15分頃　場第一京浜国道沿い（北品川駅～新馬場駅）
○区役所でのパネル展示
日10月31日㈪～11月9日㈬　場区役所本庁舎・第二庁舎3階連絡通路

「ほっとファミリー」の里親や児童福祉施設職員の話を聞く貴重な機会です。
日11月19日㈯午前10時～11時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）　人100人（先着）
申電話かFAXで、子育て支援センター
（☎5749－1032 Fax5749－1036）へ

●虐待かな？と思ったら、迷わず・すみやかにご連絡
ください。連絡された方の秘密は守られます。
しながわ見守りホットライン（児童虐待）
☎3772－6622（24時間）

オレンジリボンキャンペーン

養育家庭体験発表会

・しな水1日館長就任式＆「夢の水槽」授賞式
日時／10月22日㈯午前9時40分～10時

　NHKドラマ『水族館ガー
ル』に主演した女優の松
岡茉優さんが1日館長に就
任。
　公募した「夢の水槽」
アイデアの最優秀賞受賞
者への表彰も行います。
●午前10時45分から行わ

れるスペシャルイルカショーにも出演します。

・しな水アンバサダーによる特別水槽展示
・しな水の25年間を振り返る「25thいきもの展」
日時／11月28日㈪まで
〇その他にも、「イルカにタッチ」イベントや、新しく
なった「イルカとおどろう」イベントも開催します。
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認知症サポーターレベルアップ研修　
講演会「人生の最終段階における援助」
日10月19日㈬午後2時～3時30分
場上大崎シルバーセンター（上大崎1－3－12）
講師／鈴木直志（めぐみ在宅クリニック医師）
人区内在住か在勤の方35人（先着）
※認知症サポーター優先。
申10月18日㈫までに、電話で上大崎在宅
介護支援センター☎3473－1831へ

防災のための建て替えに関する講演
会＆個別相談会
日10月21日㈮①午前10時～11時②午後1
時～3時（ファイナンシャルプランナーの
み午前11時45分～午後2時30分）のうち1
回30分
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内①講演会＝「セカンドライフのお金と自
宅」②相談会＝専門家（ファイナンシャル
プランナー・弁護士・税理士・一級建築士）
による個別相談会
人①70人②13人（先着）
申10月20日㈭までに、電話で木密整備推
進課木密整備担当☎5742－6925へ

消費生活教室 ｢知っておきたいク
リーニングの基礎知識」
賢い利用術を身につけましょう。
日11月2日㈬午後2時～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）
人30人（先着）
主催／東京都クリーニング生活衛生同業
組合
申電話で、消費者センター☎5718－7181へ

区民プロデュース型講演会 ｢お母さ
ん、それは悩むことではありません｣
日11月19日㈯午前9時45分～11時45分
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
講師／柴田愛子（りんごの木代表）
人80人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（抽選）
※お子さんを抱いての受講も可。　
※手話通訳あり。
運営／品川区にプレーパークを作る会
申11月4日㈮（必着）までに、往復はがき
に「品川区にプレーパークを作る会」とし、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話
番号、託児希望の方はお子さんの氏名（ふ
りがな）・年齢を、文化観光課文化振興係へ

「はじめての簿記」受講者募集
日29年1月10日～31日の火・木・金曜日、
2月3日㈮・7日㈫・14日㈫・16日㈭、17
日～28日の火・金曜日、3月2日㈭・3日
㈮午後6時15分～8時15分（全20回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内簿記の基礎（簿記3～4級程度）
人50人（先着）　￥2,000円（テキスト代）
申11月18日㈮までの祝日を除く月～金曜
日午前9時～午後5時に、電話でシルバー
人材センター☎3450－0711へ
問商業・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

ママのリフレッシュタイム　     電子
日11月4日～12月16日の金曜日
午前10時～11時30分（全7回）
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10月25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、
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

女性のための就職活動準備セミナー
就活に役立つマナーと印象度アップ法を、
グループワークを通じて学びます。
日10月28日㈮午後1時30分～4時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／神宮律子（キャリアカウンセラー）
人就職活動中の39歳までの女性20人（先
着）
申電話で、商業・ものづくり課就業担当
☎5498－6352へ

「会計ソフトセミナー」受講者募集
会計ソフトの導入を考えている方のための
セミナーです。
日11月7日㈪～9日㈬午後6時～9時（全3回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内会計ソフト講習・簿記講習
人区内中小企業事業主・従業員20人（先着）
申祝日を除く月～金曜日の午前9時～午後
5時に、電話でエム・エム・アイ☎3778
－2311へ
問商業・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

子育て中の就職活動応援セミナー
日11月2日㈬午前10時～午後0時15分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内保育園の種類と選び方、自分に合った働
き方、就職準備の進め方など
講師／和久井悦子（マザーズハローワーク
東京就職支援ナビゲーター）
人20歳未満のお子さんがいる女性の方20
人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん8人程度
（先着）
申前日（託児希望の方は10月21日㈮）ま
でに、電話でハローワーク品川☎5418－
7357へ
問商業・ものづくり課☎5498－6352

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①11月16日㈬②11月24日㈭
午後3時～5時
場①さわやか信用金庫目黒支店（目黒区
下目黒1－1－11）②芝信用金庫不動前支
店（西五反田4－4－9）
講師／内藤博（事業承継センター代表取
締役）
人区内中小企業の経営者・後継者30人（先着）
申電話かFAX、Eメールで事業承継セン
ター事務局（☎5408－5506Fax5408－
5507 info@jigyousyoukei.co.jp）へ
問商業・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

明治学院大学パートナーシップ講座「転ばぬ
先の法律－安心して長生きするために」　電子

日程 内容・講師
11/26
㈯
「どこまで自分で決められる？」
黒田美亜紀（同大学教授）

12/3
㈯
「暮らしに役立つ民法」
今尾真（同大学教授）

12/10
㈯
「相続税の基礎知識」
渡辺充（同大学教授）

※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90人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん
※別途おやつ代必要。
申11月10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・託児希望の有無、
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

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10月29日㈯・30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）
内理念や心構え、障害に関する基本的な
知識や技術
人30人（先着）
￥8,000円、区内在住の方・学生5,000円
（教材・実習費込）
申10月26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（☎6429－8110Fax6429－
8111 kensyu2016@npo-mirai.org）へ
問障害者福祉課知的障害者福祉担当
☎5742－6711

犬のしつけ方教室とペット健康相談
日11月12日㈯午後1時30分～4時30分
場荏原保健センター（荏原2－9－6）
内訓練士による犬のしつけ方教室、獣医師
によるペット健康相談
人40人（先着）
主催／東京都獣医師会品川支部
申電話で、生活衛生課☎5742－9132へ
※犬は連れてこないでください。

Windows7によるパソコン教室
11月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10月18
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

催　し

品川＆山北ふれあい交流
山北町産業まつり
日11月23日㈷午前9時30分～午後3時
場山北町健康福祉センター駐車場・鉄道
公園（神奈川県山北駅前）
内農産物・特産品などの販売、新潟県旧
山
さ ん ぽ く

北町の海産品などの販売、キャラクター
ショー、ソーラン山北、山北高校吹奏楽部
演奏、D52（蒸気機関車）の稼働　他
問同実行委員会（山北町環境農林課内）
☎0465－75－3654、地域活動課市町村
交流担当☎5742－6856

　●講座・講演

〠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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　第1回ユニバーサルスポーツ大会

子どもも大人も、障害のある方もない方も、みんなで
楽しめます。
日10月29日㈯午後1時30分～4時30分
内リズム体操、ボッチャ、トランポリンなど　
￥100円　※介助者・未就学児の付き添いの方は無料。
運営／品川区スポーツ推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き・タオル・飲み
物を持って戸越体育館へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　第66回品川区民スポーツ大会（秋季）
　ライフル射撃大会

日10月30日㈰午前10時から　場伊勢原射撃場（神奈川県）
内立射の部、伏射の部（各60発）
※弾は各自持参、銃砲等所持許可証を携帯。
￥エアーライフル1,500円、スモールボアライフル
2,500円
参当日、費用を持って会場へ　問スポーツ協会

　八潮地区グラウンド・ゴルフ体験会
日10月16日㈰午後1時～4時
￥100円
運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装でタオル・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

　温泉ハイキング「弘法山＆鶴巻温泉」

富士山や相模湾を望みながら尾根道を歩く弘法大師ゆ
かりの山を楽しんだ後は、疲れた体を癒す温泉を楽し
みませんか。
日11月6日㈰午前8時30分～午後3時頃
※新宿駅集合・現地解散。
場秦野・弘法山、鶴巻温泉（弘法の里湯）
人10km程度歩ける健康な方30人（抽選）
￥2,000円、小・中学生1,000円（復路交通費別）
主催／品川区キャンプ協会
申10月20日㈭（必着）までに、はがきかFAXに「温
泉ハイキング」とし、参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号をスポーツ協会へ

　立会地区スポーツ交流会
日10月16日㈰午前9時30分～11時30分　
※受け付けは午前11時まで。
種目／ストラックアウト、スポーツチャンバラ、カローリング、
卓球、輪投げ
￥100円、小学生以下50円
運営／立会地区スポ・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
物を持って立会小学校（東大井4－15－9）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　シニア向けノルディックウオーキング講座
日11月22日～12月13日の火曜日
午前9時30分～11時30分（全4回）
場戸越体育館　人おおむね60歳以上の方20人（抽選）
￥1,600円（保険料込）
持ち物／運動できる服、上履き、タオル、飲み物
※ストックは無料で貸し出します。
申11月4日㈮（必着）までに、往復はがきかFAXで教
室名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をスポーツ
協会へ

レッツ スポーツ
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10月19日㈬に行われる決算特別委員会での総括質疑の様子が、ケーブルテレビ
品川で放送されます。
問区議会事務局☎5742－6810
放送日時 会派名（放送順） 放送日時 会派名（放送順）

10月26日㈬
14:00
〜
22:00

品川区議会自民党・子ども未来
10月30日㈰
14:00
〜
22:00

＜再放送＞

民進党・無所属クラブ
品川区議会公明党 維新・無所属品川
日本共産党品川区議団 品川・生活者ネットワーク
民進党・無所属クラブ 品川区議会自民党・子ども未来
維新・無所属品川 品川区議会公明党
品川・生活者ネットワーク 日本共産党品川区議団

※質疑内容によっては放送の終了時間が早まる場合があります。
○ケーブルテレビで放送された会議の様子は、会議終了後おおむね2週間で録画
配信しています。品川区議会ホームページの「インターネット中継」からご覧く
ださい。 gikai.city.shinagawa.tokyo.jp/

ケーブルテレビ放送区議会の

秋季品川区吟剣詩舞道大会
日10月23日㈰午前10時開演（午前9時30
分開場）
内吟詠・剣詩舞の発表
場・観覧方法／当日、荏原文化センター
　（中延1－9－15）へ
問文化観光課文化振興係

子育て×はたらく座談会～“私に
とってここちいいかたち”って？～
ゲームを通して楽しく「自分らしいかたち」
を見つけませんか。
日11月4日㈮午前9時45分～午後0時15分
※午後0時15分～1時15分にランチ懇親会
あり。希望者は各自昼食持参。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内ゲーム「価値観ババ抜き」、座談会など
講師／菅原とも子（キャリアカウンセラー）他
人子育てをしながら働くことに興味がある
区内在住の女性の方20人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん5人程度（先着）
申前日（託児希望の方は10月21日㈮）ま
でに、電話で商業・ものづくり課☎5498
－6352へ

第6回ふれあい文化祭
日10月22日㈯午前10時～午後5時
23日㈰午前10時～午後3時
内舞台発表、作品展示、模擬店、リサイク
ル本の提供（22日）、バザー（23日）、プラ
ネタリウム無料投影　他
場問五反田文化センター（西五反田6－5－1
☎3492－2451Fax3492－7551）

しながわくの魅力発見ツアー
レーモンドの名建築や星薬科大学本館、薬用
植物園、聖アンセルモ目黒教会を巡ります。
日11月26日㈯午前9時30分～午後0時30分
※武蔵小山駅西口集合。　※小雨決行。
人40人（抽選）　￥50円（保険料）
申10月21日㈮（消印有効）までに、往復
はがき（1枚5人まで）で参加者全員の住所・
氏名・年齢・電話番号を庶務課文化財係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6839）へ

第4回ふれあい広場
オータムフェスティバル
かがやき園、西大井福祉園、かもめ第二工
房が秋祭りを開催します。
日10月22日㈯午前10時～午後2時30分
内作品販売、模擬店、演奏会など
場参当日、西大井六丁目ふれあい広場（西
大井6－3）へ
問かがやき園☎3772－8171

第14回品川区長杯麻雀大会
日11月23日㈷午前11時～午後4時30分
※受け付けは午前10時10分～10時45分。
場きゅりあん（大井町駅前）
人20歳以上の方100人（抽選）
￥2,200円（軽食・お茶付き）
申10月31日㈪（必着）までに、往復はが
きで大会名、住所、氏名（ふりがな）、電
話番号、在勤・在学の方は勤務先の名称・
所在地、学校名を麻雀連絡協議会・安田
輝和（〠141－0032大崎4－1－14）へ
問文化観光課文化振興係

秋季品川区将棋大会
初心者の方も参加できます。
日11月13日㈰午前10時から
※受け付けは午前9時30分から。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
対戦方法／段・級別リーグ戦
人小学生以上の方
申10月28日㈮（必着）までに、往復はが
きに「将棋大会」とし、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電話番号、棋力（段・
級の自己申告）、在勤・在学の方は勤務先
の所在地・名称、学校名を文化観光課文
化振興係へ

第244回日曜コンサート
日10月16日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／モーツァルト作曲：ピアノ・ソナタ
第11番イ長調K.331「トルコ行進曲付き」
～発見された自筆譜による演奏～　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＆早川ふるさと交流　ナイトハ
イクプランムササビウオッチング
空飛ぶ不思議な生きもの「ムササビ」を観
察しましょう。
日10月12日㈬～30日㈰のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の方16人
￥7,250円、小学生6,620円（1泊2食付き
宿泊費・プログラム参加費込）
※区内在住の方は、事前申請で年度内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
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

品川清掃工場見学会
日10月22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10月20日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）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

日毎週木曜日　
内お楽しみプログラム（健康体操・カラオケ）と入浴
人区内在住で、自分の身の回りのことができる65歳以上の方
※はじめての方は健康保険証などをお持ちください。「出会いの湯カード」を浴
場で発行します。　※2回目からは「出会いの湯カード」をお持ちください。　
※浴場が休業している場合は、他の浴場をご利用ください。
問健康課健康づくり係☎5742－6746

名称 住所 電話番号 始まる時間
①海水湯＊ 東品川1－36－11 3471－3926 午後2時
②吹上湯 北品川1－25－12 3471－3726 午後2時
③天神湯 北品川2－23－9 3471－3562 午後2時
④記念湯 西品川2－9－8 3491－8920 午後2時
⑤宮城湯＊ 西品川2－18－4 3491－4856 午後2時30分
⑥松の湯 西五反田6－18－3 3491－6667 午後2時30分
⑦高松湯 上大崎3－5－4 3441－8602 午後3時
⑧金春湯 大崎3－18－8 3492－4150 午後2時30分
⑨万福湯 大崎4－2－3 3491－2409 午後2時
⑩水神湯 南大井6－9－10 3761－1425 午後2時
⑪末広湯 大井1－42－4 3777－7084 午後2時
⑫東京浴場 大井2－22－16 3771－4959 午後2時
⑬みどり湯 西大井1－7－26 3774－0744 午後2時
⑭ピ－ス湯 西大井6－15－16 3772－5281 午後2時30分
⑮武蔵小山温泉＊ 小山3－9－1 3781－0575 午前11時
⑯東京浴場 小山6－7－2 3781－1018 午後3時
⑰福井湯 平塚3－13－10 3781－6743 午後3時
⑱恵比寿湯 荏原5－11－2 5702－4158 午後2時30分
⑲戸越銀座温泉 戸越2－1－6 3782－7400 午後2時
⑳松の湯 戸越6－23－15 3783－1832 午後2時
㉑金春湯 中延3－13－16 3781－0543 午後3時
㉒星の湯 中延6－1－10 3781－1918 午後2時
㉓富士見湯 東中延1－3－8 3782－6120 午後2時30分
㉔八幡湯 西中延3－15－8 3781－0265 午後2時
㉕錦湯 旗の台1－2－17 3781－8618 午後2時
㉖新生湯 旗の台4－5－18 3781－3476 午後2時30分
㉗中延記念湯 旗の台4－11－2 3781－3095 午後2時
㉘大盛湯 二葉2－4－4 3788－8477 午後2時
＊①⑤⑮は木曜日が祝日の場合に「出会いの湯」が休みになります。 

　　「しながわ出会いの湯」
みんなで楽しく、心と体の健康づくり

様々な観点からしながわの魅力を学ぶとと
もに、区内まちあるきやグループワークを
通じ、しながわへの理解を深めます。

回 日程（全14回） テーマ
1 11月 2日㈬ し

な
が
わ
学

品川区における都市型観光について
2 11月 9日㈬ 統計データから見た品川区の観光

3 11月16日㈬ 都市型観光ガイドの課題と提言～戸越銀座商店街ガイ
ドツアーの経験を踏まえて

4 11月30日㈬ 外国人の観光、おもてなしについて
5 12月 4日㈰ オリエンテーション

6 29年 1月 8日㈰ 発掘調査からたどる品川の歴史－大森貝塚から品川硝
が ら す

子製
造所まで－

7 1月22日㈰【区内まちあるき】品川地区を歩く
8 2月 5日㈰ 地域が主役のまちづくり
9 3月 5日㈰ 地元しながわを発信しよう①
10 5月14日㈰【区内まちあるき】荏原地区を歩く
11 6月 4日㈰ 戸越銀座商店街物語
12  7月 2日㈰【区内まちあるき】五反田地区を歩く
13 8月 6日㈰ しながわのものづくり
14 9月 3日㈰ 地元しながわを発信しよう②
場1～4回：立正大学（大崎4－2－16）、5～14回：中小企業センター（西品川1－28－3）他
時間／1～4回：午後6時30分～8時、5～14回：午後2時～4時
講師／宮川幸三（立正大学経済学部教授）、池上和男（立正大学名誉教授）、大島英
樹（立正大学法学部教授）　他
人16歳以上の方50人（抽選）　￥3,000円
申10月24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
●しながわ塾の受講生は、立正大学図書館（品川キャンパス）の図書・AV資料の
閲覧や学生食堂を利用できます。

し が 塾な わ



平成29年3月15日
品川区は70周年を迎えます。

● 品川区青少年対策地区委員会60周年イベント
● 放置自転車対策
● ３R推進月間

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　10月21日号
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10/11
2017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。

8月17日㈬、高齢者福祉施設「杜松ホーム」で“のん
きゼミ＆のんきカフェ”を開催。今回のテーマは「大
崎高等学校防災部の取り組み」で、地域の高齢者と高
校生およそ30人が参加しました。

8月10日㈬、障害者入所施設かがやき園で大井警察署
指導のもと「福祉施設における防犯と不審者侵入時の
対応」訓練を実施。福栄会が主催し、障害者福祉施設
9園の職員約40人が参加しました。

のんきゼミ＆
のんきカフェ

9月3日㈯、しながわ水族館で「ドリームナイト at the 
アクアリウム in しながわ水族館」を開催。品川・城南
特別支援学校の子どもたちと家族を無料招待し、ナイ
ターでのイルカショーも開催しました。

ドリームナイト
at the アクアリウム

9月6日㈫、濱野区長と社会福祉協議会の蓼沼会長が、
100歳を迎えた坂田要さん宅と、杜松特別養護老人
ホームで行われた鈴木良

よ し

さんの100歳のお祝い会を訪
問。敬老の日を前に、長寿のお祝いを届けました。

長寿お祝い
100歳訪問

福祉施設で不審者侵入
時の対応訓練

8月27日㈯・28日㈰、大井町駅前中央通りで今年で62
回目を数える「大井どんたく夏まつり」が開催。ステー
ジイベントや交流イベントなど、楽しい催しに大勢の
方が訪れました。

大井どんたく夏まつり
開催

8月24日㈬、タイと台湾のジュニアスポーツアジア交
流大会選手団約60人が日野学園を訪問。バドミントン・
卓球の練習やゲーム、お茶会などで同学園の生徒およ
そ70人が交流しました。

ジュニアスポーツアジア
交流大会選手と交流

9月5日㈪～11日㈰、五反田文化センターで “五反田宇
宙ミュージアム”を開催。アポロ15号・16号が持ち帰っ
た「月の石」と無人探査機ルナ24号が持ち帰った「月
の砂」を、関東では初となる同時展示を行いました。

五反田宇宙ミュージアム
開催

9月4日㈰、目黒駅東口の誕生八幡神社（上大崎2）周
辺で「目黒のさんま祭り」が開催。今年も、7,000匹
の新鮮なさんまが宮古市より提供され、炭焼きさんま
の振る舞いに早朝から長蛇の列ができました。

目黒のさんま祭り

坂井市アンテナショップ

8月20日㈯、戸越銀座商店街に福井県
坂井市のアンテナショップがオープン
しました。同市と区は、特別区全国連
携プロジェクトをきっかけに、連携事
業を行っています。

上神明小学校でぶどう狩り

9月2日㈮、上神明小学校で恒例の校内
「ぶどう狩り」を開催。ぶどうの木4本
の内2本は推定樹齢50年程と伝えられ
ており、児童135人と近隣の冨士見台
保育園の園児20人が参加しました。

派遣生が区役所訪問

8月8日㈪、スイス・ジュネーヴ市から
のホームステイ派遣生17人が区役所を
訪問。区と同市は平成3年に友好都市
提携をしており、昨年度は、区からホー
ムステイ派遣生を送り出しています。

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。

讃岐うどん食事会

8月16日㈫、大崎駅前の讃岐うどん専
門店　丸亀製麺（大崎2）で学習支援
事業“ぐんぐんスクール”の受講生お
よそ30人が食事会に参加。ボランティ
ア講師らと交流を深めました。




