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会　場 しながわ中央公園（区役所前）
※駐輪スペースに限りがありますので、公共の交通機関をご利
用ください。
主　催 品川区青少年対策地区委員会連合会

　　　　　 13地区青少年対策地区委員会
問い合わせ 地域活動課地域支援係
　　　　　 （☎5742－6690 Fax5742－6878）

青少年対策地区委員会は、昭和31年に出張所（現地域センター）
の区域を単位として子どもが心身ともに健全に育つことを目的に、
全12地区（後に八潮地区が加わり現在は13地区）において設立さ
れました。以来60年にわたり、区民まつりや地区運動会をはじめ
各地域で特色のある活動を続けています。地区委員はボランティア
として活動し、地域の様々な活動の中心的な役割を担っています。

青少年対策地区委員会の活動

※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

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity

シティプロモーション動画

「不動麗子」配信開始
主人公は何事にも動じないクールな女性「不動麗子」。そんな彼女が体験する品川区の魅
力を鉄道車内動画モニターと特設サイトで配信します。

配信期間／10月31日㈪～11月6日㈰
●東急電鉄（大井町線、目黒線、東横線、田園都市線）
●JR東日本（京浜東北・根岸線）
●都営線（大江戸線、新宿線）
◆本編はこちらからご覧いただけます（10月31日㈪公開予定）
〈シティプロモーション特設サイト〉「不動麗子」で検索。YouTubeでも配信します。
問広報広聴課シティプロモーション担当☎5742－6616

わ！あたらしい
わ！あたらしいわ！なつかしい
わ！なつかしい

品川区青少年対策地区委員会60周年記念子どもイベント

ストラックアウト
射的

ローラーコースター
コリントゲーム

スーパーボールすくい
宝つり

ゲームコーナー ステージ
●ベリーズ（チアリーディング）

〈品川第二地区〉
●三ツ木HIP HOPクラブ・SPUNKY★FED’S（ダンス）

〈大崎第二地区〉
●UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI（一輪車）

〈大井第三地区〉
●東中延児童センター（バンド演奏・あそびうた）

〈荏原第三地区〉
●八潮児童センター（バンド演奏）

〈八潮地区〉

焼きそば
ポップコーン
焼き鳥
中華まん
玉こんにゃく
うどん
飲み物

模擬店
ホッケー
コーナー
もあるよ

11月13日㈰
午前10時～午後3時
※雨天中止。

青少年対策地区委員会が
発足60周年を迎え、

記念イベントを開催します。
ぜひ遊びに来てください！ 

鉄道車内動画モニター（15秒ダイジェストCM）
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健康保険証が使えます！からだ元気治療院  品川東店
http://www.mubyou.co.jp/

品川東店

はり･きゅう･マッサージ

03-6450-4395
ご自宅や介護施設まで出張施術します！

「広報しながわ」を個別配送します

「広報しながわ」は新聞折り込みのほか、区立施設、
区内全駅、郵便局などでお配りしています。入手
が難しい方へは個別配送をしています。
申電話かFAXで、住所、氏名、年齢、電話番
号を広報広聴課（☎5742－6644 Fax5742－
6870）へ

キッズクラブ

2016年10月21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

環境学習講座　「間伐材を使ってどんぐり人形を作ろう」
日11月20日㈰午後2時～4時
人小学生と保護者16組（抽選）　持ち物／制作物を持ち帰る袋
場申11月3日㈷（必着）までに、往復はがきかFAXで講座名、住所、
参加者全員の氏名・年齢、電話・FAX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
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

保育園・幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください

区立保育園・幼稚園では、保育体験や育児相談などを行っています。園児と一緒に遊んだり、お話会な
ど楽しいプログラムを用意しています。
人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）
※定員は実施園、実施内容により異なります。
申利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 希望の園へ
問実施園、保育課運営係☎5742－6724

　11月に参加できる主な事業 ※時間など詳しくは各園へお問い合わせください。各園の問い合わせ先は区ホー
ムページをご覧ください。保＝保育園、幼＝幼稚園

●園庭開放
月～金＝ 大井保、伊藤保、北品川保、二葉保
　　　 東五反田保、平塚保、冨士見台保、大崎保
水・金＝荏原保
水＝ 第一日野すこやか園、台場保
木＝ 東大井保
7日㈪・22日㈫＝ 八潮わかば幼
9日㈬・16日㈬＝ 二葉つぼみ保
15日㈫・29日㈫＝伊藤幼
16日㈬・25日㈮＝ 平塚すこやか園
17日㈭・24日㈭＝一本橋保
16日㈬＝浜川幼
●お店屋さんごっこ
8日㈫＝ 旗の台保　※親子3組。
10日㈭・11日㈮＝一本橋保
●保育園見学ツアー
15日㈫・18日㈮＝一本橋保
●おはなし会
30日㈬＝大井倉田保

●作品展（ちびっこミュージアム）
10日㈭・11日㈮＝西大井保

●わくわくクラブ（未就園親子登園）
1日㈫＝ 浜川幼（2～5歳児）
14日㈪＝台場幼（3歳児）
●身体測定
1日㈫＝西五反田保、荏原西保
8日㈫＝東品川保
9日㈬＝西五反田第二保（乳児）
10日㈭＝西五反田第二保（幼児）
●焼き芋会（雨天時は変更の場合あり）
1日㈫＝ 旗の台保
※3歳以上のお子さんと保護者3組
2日㈬＝ 小山台保、八潮北保　
4日㈮＝滝王子保
8日㈫＝ ゆたか保、三ツ木保、西五反田保、八潮南保
9日㈬＝北品川保
10日㈭＝西中延保、八潮西保
11日㈮＝ 東品川保、冨士見台保
16日㈬＝西品川保
●保育体験
日程など詳しくは区ホームページをご覧ください。

親子ネイチャープロジェクト（第3弾） 電子

葉っぱやどんぐりを使っての工作体験とバーベキューを楽しみませんか。
日11月23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20組（抽選）
￥1人1,000円（保険料・昼食代・材料費込）
申11月9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

日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー
第4弾ホッケー観戦ツアー

日11月3日㈷
（総合体育館正午集合・午後5時30分頃解散、往復バス）
場慶應義塾大学ホッケーグラウンド（横浜市港北区）
内関東学生ホッケーリーグ2016秋季大会女子1・2位決定戦
人小学4年生～高校生40人（抽選）
申10月27日㈭（必着）までに、往復はがきかFAXに「ホッケー」
とし、住所、氏名（ふりがな）、学校名、学年、年齢、電話番号、
保護者の氏名をスポーツ協会へ

産業技術高等専門学校オープンカレッジ
「エッキーを作って液状化について学ぼう」
液状化実験ボトル“エッキー”で、液状化とそれによる被害の仕組
みを学びます。
日12月3日㈯午後1時～3時
人小学生12人（抽選）￥2,300円
場申11月17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1－10－40Fax3471－6338 soffice@metro-
cit.ac.jp）へ
問文化観光課生涯学習係

親子で防災体験！

親子一緒に楽しく防災について学びます。
日11月6日㈰・20日㈰、12月4日㈰・18日㈰午前10時～11時40分
内「割れたガラスはなぜ危険？」「みんなで協力バケツリレー競争」など
人就学前のお子さん～小学生と保護者各10組20人（先着）
場申各日3日前までに、電話か直接しながわ防災体験館（品川区防
災センター2階☎5742－9098）へ
問防災課啓発・支援係☎5742－6696

日程 時間 内容 会場（雨天決行）・問い合わせ

10/22㈯

11:00～15:30 いとう！こどもまつり 伊藤児童センター（西大井6－13－1☎3771－1311）

13:00～15:30 ゆたかっこまつり
戸越公園（豊町2ー1）
※雨天時はゆたか児童センター（豊町1－18－15）
問ゆたか児童センター☎3786－0633

10/23㈰ 13:00～15:30 がらくたまつり
浜川小学校校庭・体育館（南大井4－3－27）
問水神児童センター☎3768－2027、南大井児童セン
ター☎3761－4148

10/29㈯
10:30～12:00 リユースフェスタ 一本橋児童センター（大井2－25－1☎3775－4352）
13:30～15:00 ハロウィン 小関児童センター（北品川5－8－15☎3449－1676）
13:30～16:00 えこえこまつり 大井倉田児童センター（大井4－11－34☎3776－4881）

11/5㈯ 14:30～16:30 南ゆたか☆こどもまつり 南ゆたか児童センター（豊町4－17－21☎3781－3577）

11/12㈯

12:15～16:00 かっぱっこまつり 東品川児童センター（東品川1－34－9☎3472－5806）
13:45～16:00 秋フェスタ'16 後地児童センター（小山2－9－19☎3785－5033）
11:00～13:30 TPFまつり 冨士見台児童センター（西大井6－1－8☎3785－7834）

11:00～15:00 やしお子どもふれあいフェスティバル 八潮児童センター（八潮5－10－27☎3799－3000）

児童センターまつりで楽しもう！
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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

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   4日㈮   9日㈬ 18日㈮
うつ病あんしん相談 25日㈮   9日㈬   2日㈬
高齢期のこころの相談 18日㈮ 15日㈫ 30日㈬
児童思春期のこころの相談   2日㈬ 10日㈭ 24日㈭
問各センターへ

保健センターのこころの健康専門医相談 11月

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

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23日㈰
30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23日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
 あべ歯科医院 東大井 5 －12－ 5 ☎5460－4182
 白田歯科クリニック 平　塚 2 －18－12 ☎3785－6471
 つじ接骨院 南品川 2 － 8 －13 ☎3471－0263
 中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

10月30日㈰

 柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
 さとう歯科クリニック 東大井 5 －14－14 ☎3472－6060
 新井歯科医院 平　塚 2 －15－14 ☎3784－7084
 スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816
 工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

  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22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

10月29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

小

内

内

内

内

内
小

小

小

小

小

歯

歯

歯

歯

骨

骨

骨

骨

薬
薬

薬

応 急 診 療 所
小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

※重病の方は119番をご利用ください。
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

がん検診・健康診査など 一部有料

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。

キリトリ線

小

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

日11月22日㈫、12月6日㈫・20日㈫、29年1月17日㈫
午前10時～11時30分（全4回）
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
人区内在住か在勤で、離乳食2回食以降の乳児（初回日に7・8カ月）と保護者20組（抽選）
※保護者1人での参加も可能です。
※事前申し込みで同室の見守り託児あり。原則、お子さんをおぶっての講座参加です。
運営／品川栄養士会
申11月11日㈮（必着）までに、往復はがきに「離乳食レッスン」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号、お子さんの氏名・月齢、見守り託児希望の有無を子ども
育成課庶務係（〠140－8715品川区役所☎5742－6692）へ

日11月17日㈭午後1時30分～3時30分
講師／八木眞佐彦（精神保健福祉士）
人ネットゲームに依存してしまう子どもについて悩んでいる方、関心のある方75人
（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－2666へ

日11月9日㈬午後1時30分～3時30分
内講演会「入退院について」
人精神障害者の家族と関係者30人
場問電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

日11月10日㈭午後1時30分～3時30分
内声を出して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20人（先着）
場申電話で大井保健センター☎3772－
2666へ

2回食からの離乳食レッスン

思春期講演会「ちゃんと知りたい！ネットゲーム依存の話」

精神保健家族勉強会 難病の方のための音楽療法

　職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。
　検診の種類によって日時などが異なります。詳しくは、区ホームページをご覧にな
るか、健康課へお問い合わせください。

＊受診券有り
乳がん検診（予約制）＊…34歳以上の女性（偶数年齢時） 各医師会、契約医療機関、検診車
子宮がん検診＊…20歳以上の女性（偶数年齢時）

契約医療機関

大腸がん検診…40歳以上
喉頭がん検診（予約制）…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上の男性
胃がんリスク検診＊（50・55・60・65・70・75歳）
20歳からの健康診査（20～39歳）
※28～30年度は、16～19歳の女性も受診可
胃がん検診（予約制）…40歳以上 各医師会

肺がん検診（予約制）…40歳以上
一般コース 各医師会、契約医療機関
ヘリカルCTコース 各医師会

成人歯科健診＊（40・45・50・55・60・65・70歳） 契約医療機関
障害者歯科健診…20～39歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡
結核検診（予約制）…65歳以上 契約医療機関

肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方 品川・荏原保健センター
契約医療機関

健
康
診
査

問40～74歳の方
　 ・品川区国民健康保険の方＝国保医療年金課保健指導係☎5742－6902
　 ・品川区国民健康保険以外の方＝加入する医療保険者にお問い合わせください
　75歳以上の方＝国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

健康課☎5742－6743　品川区医師会☎3474－5609　荏原医師会☎3783－5168
品川歯科医師会☎3492－2535　荏原歯科医師会☎3783－1878

キリトリ線

大崎駅西口バスターミナルと
成田国際空港を結ぶ新たな
高速路線バスが運行を開始します

運行間隔／おおむね1時間に1便（予定）
運賃／片道1,200円（インターネットで予約し、クレジットカード決済する場合は1,000円）

●大崎駅西口バスターミナルでは、現在、各地方への高速路線バスも運行しています。詳しくは
大崎エリアマネージメントのホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問大崎エリアマネージメント（☎5719－0800 www.ohsaki-area.or.jp/）
都市開発課☎5742－6763

10月
31日㈪
から

電子

　国民健康保険は皆さんの保険料で成り立っています。
　保険料の納付が困難な方は、その事情を考慮して保険料の分割
納付の相談を行っています。滞納のままにしないでご相談くださ
い。特別な理由がなく、保険料を滞納している場合には、財産（給料、
預貯金、不動産など）の「差押え」などの処分を行う場合があります。
問国保医療年金課整理係☎5742－6679

保険料の納付は「口座振替」で
　国民健康保険料の納付は昨年度より「口座振替」が原則となり
ました。
　まだ納付書でお支払いの方には、11月に送付する後期納付書に
口座振替依頼書を同封しますので、登録をお願いします。
　変更の手続きは、随時受け付けていますので、お問い合わせく
ださい。
問国保医療年金課収納係☎5742－6678

11月は国民健康保険料の
納付推進月間です

大崎駅西口
バスターミナル

羽田空港

成田国際空港

芝山町※羽田空港線は路線認可申請中。
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　人が生きている限り廃棄物が出るのは仕方がないことです。しかし、使い捨てが当たり前の暮らし
をしていると、原材料の天然資源はなくなり、資源を輸入している日本は製品を作ることができなく
なってしまいます。また、東京湾のごみの最終処分場はあと50年で満杯といわれています。
　豊かで清潔な未来を持続するため、「ごみを元から減らす・繰り返し使う・資源として再び利用する」
という3Ｒ活動をさらに広げ、「もったいない」の心を一人ひとりが大切にして ｢循環型社会｣ を推進
しましょう。

修理・修繕を行う「リユース事業協力（賛同）店舗」
を紹介しています
家具、家電製品、自転車、洋服、靴、かばん、傘、寝具、
ミシン、眼鏡、畳、アクセサリーなど
※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。

家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部を助成します
人区内在住で、家庭用電気式生ごみ処理機を購入予定か購入日から
3カ月を経過していない方
助成額／本体購入価格の3分の1（上限20,000円）
申はがきに「生ごみ処理機購入助成希望」とし、住所、氏名、電話
番号、購入予定機種と金額を品川区清掃事務所へ

■ご協力ください
●使用済みインクカートリッジの回収
家庭で使用済みになったインクカートリッジを、区役
所・地域センターなど、26カ所で回収しています。
●拠点回収（古着・古布、廃食用油、不用園芸土、
小型家電＜特定品目＞）
11月12日㈯・26日㈯午前10時～正午＝小学校な
ど31カ所
小学校（台場・三木・第一日野・第三日野・後地・小山・
第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・城南第二・
立会・旗台・大井第一・延山・宮前・芳水・伊藤・源
氏前・小山台）、日野学園、伊藤学園、豊葉の杜学園、
地域センター（品川第一・大崎第一・大井第二・大井
第三・八潮）、区役所、品川区清掃事務所
※雨天決行。

■出店者募集
●11月5日㈯午前10時～午後2時　※雨天の場合は6日㈰。
募集数／50店　出店料／600円
場申当日、しながわ区民公園（勝島3－2）へ
問品川資源リサイクル推進会・守本☎3763－7613
●11月23日㈷午前10時～午後3時
※雨天中止。親と子のふれあい動物園同時開催。
場戸越公園（豊町2－1）　募集数／10店
申Eメールで品川区父母の連絡会・浅沼 furima@fuboren.comへ
■お越しください
●11月10日㈭午前10時～午後1時　※雨天中止。
場峰原公園（大崎3－17）
問ゴミの出ないくらしをすすめる会・菊田☎3490－8407

●無駄になるものを買わない、買いだめをしない
●食べ残しをしない、外食する時は食べられる分だけ注文
●生ごみはギュッと水きりを
●マイバッグを持参
●マイ箸・マイボトルを携帯
●使い捨てになるものは極力買わない
●詰め替え用がある商品を選ぶ

●使えるものは、交換・修理などをして大切に使う
●シャンプーのボトルなどは繰り返し使う
●ほかの使い道を工夫
●自分が要らなくなったものは、必要としている人に譲る
●リサイクルショップやフリーマーケット、リサイクル情報紙を利用

資源は種類ごとにきちんと分別して、資源のステーション回収・拠点回収・
集団回収に出す
● びん・缶・ペットボトルはサッとすすぎ、ペットボトルのキャップとラベ
ルは外す
● プラスチック製容器包装もサッとすすいで資源回収に（ペットボトルのキャッ
プとラベルもプラスチック製容器包装として出す）
●新聞・雑誌・段ボール・雑がみは種類ごとにしばって出す
●牛乳パックは、すすいで、開いて、乾かして出す

1
2

3

R
リ デ ュ ー ス

educe
（発生抑制）
●ごみを出さない

R
リ ユ ー ス

euse
（再使用）
●繰り返し使う

R
リ サ イ ク ル

ecycle
（再生利用）
● 資源として利用し、
再生する

広町2－1－36第三庁舎2階

営業時間／午前10時～午後5時30分
※11月5日㈯は臨時休業します。
取扱商品／家具、インテリア用品、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に運送業者を紹介
します（運送料は有料）。
○大井町店「キッチン道具フェア」
新品同様で未使用もの。箱入りで保証期限内の小型調理家
電も受付可。
日10月23日㈰～11月6日㈰
※出品は1人1回限り5点まで、予約してお持ちください。

18歳以上の方はどなたでも出品できます。希望の方は電話か店頭で予約してください。
※出品時、住所・年齢の確認ができるものが必要です。
手数料／出品1点につき100円（家具は300～500円）
定休日／両店とも水曜日
※販売実費として、売り上げの42％をいただきます。
※不用品交換情報ボードは無料です。　※来店時には、買い物袋をお持ちください。

リサイクルショップ「リボン」を活用しませんか

フリーマーケット

地域センター・図書館などの区施設などに置いてあります。12月
号の掲載は、11月21日㈪までに電話かFAXでお申し込みください。

リサイクル情報紙「くるくる」 （毎月1回発行）

品川区清掃事務所リサイクル推進係（〠141－0032大崎1－14－1☎3490－7098 Fax3490－7041）問い合わせ

回収時間外に回収品目を施設に置いていく行為は
おやめください。

●古着・古布：洗濯済みのもの
※靴下類、下着、和服、制服、ダウン・
中綿入りのもの、カーペット・バス
マットなどは回収できません。

● 小型家電：10㎝×25㎝以内の、
次の小型家電製品

携帯電話・デジタルカメラ・携帯型
デジタル音楽機器（MD／CDプレ
イヤー、ICレコーダーなど）・家庭
用ゲーム機・車載機器（カーナビ・
ETCユニットな
ど）・ACアダプ
ターなど付属品

● 廃食用油：食用の
　動物性・植物性油
※水が混入しているものは
回収できません。

※枝、根、石など異物が混
じっている土、腐敗した土、
事業所から出された土は回
収できません。

● 不用園芸土：家庭で
　不用になった園芸土

● ● ごみの処理にかかる費用が減り、また最終処分場の寿命が延びます
●●木や石油や鉱石などの天然資源を新たに使う量が減ります
● ● CO2の発生が減ります（プラスチックは燃やす時に生ごみの約150
倍の温室効果ガス（CO2など）が発生）
●●分別して出された資源は、新たに生まれ変わります

3 Ｒ を
実践す る と …

分ければ資源
混ぜたらごみ
燃やしてしまったら
生まれ変われません！！

10月は「 10月は「 3
ス リ ー ア ー ルス リ ー ア ー ル

R推進月間」です推進月間」です10月は「 10月は「 3
ス リ ー ア ー ルス リ ー ア ー ル

R推進月間」です推進月間」です10月は「 3
ス リ ー ア ー ル

R推進月間」です
何？

スリーアール
って3 R

3Rとは、ごみを減らすための3つの行動
の頭文字をまとめたものです。3Rには優
先順位があります。

○区では年1回、フリーマーケットを5月に開催しています。また、
地域などで自主的に実施している団体に対して支援をしています。

旗の台5－13－9　旗の台駅南口下車

営業時間／午前11時～午後7時
（祝日は午後5時まで）
取扱商品／衣服など日用品
○旗の台店「婦人コート・毛皮」の
　出品募集
ロング丈は除外。毛皮は上限3万円まで。
日10月22日㈯～27日㈭
午後1時～4時
※出品は1人1回限り10点まで予約なし
で、身分証明書を持ってお越しください。

旗の台店　☎5498－7803大井町店　☎5742－6933

持続可能な未来の
「わっ！」のために！

電子
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　道路はみんなが通行するためのものです。駅周辺などの道路上に自転車・
バイクを放置すると、通行の妨げになり危険です。
　区では、有料駐輪場の整備や放置自転車・バイクの警告・撤去などを行っ
ています。放置自転車をなくすためには、皆さんのご理解とご協力が必要
です。自転車・バイクは道路などに放置せず、駐輪場を利用しましょう。

品川区内の駅周辺における
1日の放置台数 自転車 1,165台

バイク 104台 計　1,269台

困ります！
自転車置きざり
知らんぷり

土木管理課自転車対策係
（☎5742－6786 Fax5742－6887）

問い合わせ

自転車やバイクを道路などに放置すると、歩行者や車い
すなどの通行や救急車・消防車などの緊急活動の妨げに
なります。

区内23駅周辺の放置禁止区域内に自転車・バイク
を置くと「即時撤去」の対象になります。
※区ホームページに区内全ての放置禁止区域を掲
載しています。

道路は駐輪場ではあ
りません！ 駅周辺では自転車や

バイクの放置を禁止
しています！

道路のほか、公園・駅前広場などでも、
駐輪し、その場を離れたら放置となり、
撤去の対象になります。

たとえ短時間でも放
置です！

大井町駅・武蔵小山駅・五反田駅・青物横
丁駅の4駅で、警察署や関係機関、区民の
方と協働し、駅前・商店街での自転車など
の放置禁止を訴えていきます。

撤去した自転車・バイクは保管所に保管し、返還の際には保管料をいただきます
開設時間／午前10時～午後7時
※12月29日～1月3日は休み。
持参する物／
（1）引き取りにくる方の氏名・住所が確認できるもの
　　（保険証・運転免許証など）
（2）自転車・バイクのかぎ
（3）保管料（自転車3,000円、バイク5,000円）

●八潮北保管所　（自転車・バイク）
　八潮1－3－1　☎3790－8820
　品川シーサイド駅徒歩8分
●不動前保管所（自転車のみ）
　西五反田3－11－14　☎5436－8885
　不動前駅徒歩5分

（27年10月調査）

放置自転車
クリーンキャンペーン

10月
25日㈫～
31日㈪

10月は「 3
ス リ ー ア ー ル

R推進月間」です

五反田文化センタープラネタリウム
　★11月のプラネタリウム
特別投影などの回を除き開催しています。詳しくはホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。
日●土・日曜日、祝日①午前11時＝小学3年生以下親子向け投影②午後1時30
分③午後3時30分=特集のお話
●ヒーリングプラネタリウム＝4日㈮午後7時
●星空ゼミ＝12日㈯午後3時30分
※19日㈯③は特別投影のため休止。
人各回86人（先着）　※小学生未満は保護者同伴。
￥各200円、4歳～中学生50円

  2 11月の天体観望会
　　「カシオペヤ座と秋の四辺形」

日11月11日㈮午後6時30分～8時
講師／松谷研、宮坂憲央
人80人（抽選）　※中学生未満は保護者同伴。

  1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣

日11月19日㈯午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（抽選）
￥300円、小・中学生100円

申1は11月8日㈫、2は11月1
日㈫（必着）までに往復はがき
（4人まで）でイベント名、住所、
電話番号、参加者全員の氏名
（ふりがな）・年齢を同センター
へ
※定員に満たない場合は、1は
11月10日㈭、2は11月4日㈮午
前10時から電話受付（先着）。

共通

場問同センター（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451Fax3492－7551）
shinagawa-gotanda-planetarium.com/

日水・木曜日
午後0時35分～50分
※3日㈷・23日㈷を除く。

お昼のくつろぎ
プラネタリウム（無料）

日本トップレベルの試合を応援しましょう。
当日は、ブラインドサッカー体験会、飲食コーナー、
各種アトラクションなど盛りだくさんです。

ブラインドサッカー東日本リーグ2016がブラインドサッカー東日本リーグ2016が
区内で開催されます！区内で開催されます！
ブラインドサッカー東日本リーグ2016が
区内で開催されます！ オリンピック・パラリンピック準備課

（〠140－8715品川区役所☎5742－9109 Fax5742－6585）

●ブラインドサッカー出前体験教室
スポーツ経験を問わず、どなたでもゲーム感覚で楽しめるプログラムで
す。区内の運動スペースに講師を派遣します（１時間30分程度）。
場区内の運動施設や体を動かせるスペースのある場所
※会場は申込者が用意してください。
人次の全てにあてはまる団体
・・代表者と参加者の半数以上が区内在住・在勤か在学
・・参加者が小学3年生以上で、代表者が18歳以上
・・参加人数が10～30人程度
申希望日の30日前（必着）までに、はがきか電話、FAXに「ブラインド
サッカー体験」とし、代表者の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、
団体の人数、希望日時、場所をオリンピック・パラリンピック準備課へ

問い合わせ

 第1試合 【全盲クラス】 b
ブ エ ン

uen c
カ ン ビ オ

ambio y
ヨ コ ハ マ

okohama 対 山梨キッカーズ 
 第2試合 【全盲クラス】 山梨キッカーズ 対 松戸・乃木坂ユナイテッド
 第3試合 【全盲クラス】 たまハッサーズ 対 buen cambio yokohama 
 第4試合 【全盲クラス】 埼玉T

ティー

. W
ウ イ ン グ ス

ings 対 松戸・乃木坂ユナイテッド

品川区はパラリンピ
ック

正式競技のブライン
ド

サッカーを応援して
います

※区ホームページに区内駐輪場一覧を掲載しています。

●●試合時間は前後半各25分で、4試合開催されます。

11月6日㈰
午前11時開始（予定）

しながわ中央公園
（区役所前）日時 会場

観戦
無料
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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

家具転倒防止器具取付助成
家具転倒防止器具を取り付けた世帯を対
象に、取り付け費用の助成を行っています。
人次の全てにあてはまる世帯
••28年4月1日以降に区内施工業者を利用
して器具の取り付け工事を行った
••品川区に住民登録があり、器具を取り付
けた住宅に居住している
••世帯員全員が住民税を滞納していない
助成金額／課税世帯＝取り付け費用の2
分の1（上限4,000円）、非課税世帯＝取り
付け費用の全額（上限8,000円）
※詳しくは住宅課（本庁舎6階）で配布す
る案内をご覧ください。
※案内や助成申請書などは区ホームペー
ジからダウンロードもできます。
問住宅課住宅運営担当☎5742－6776
　品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
11月のオープンキャンパス情報
日11月26日㈯午後2時～4時
内体験授業（汚れを落とすだけではない、
ハンドバスの効果）、学校案内（学費・授
業内容など）他
人介護福祉士をめざしている方
場参当日、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）。
　東五反田児童センター内オアシス
ルーム休館のお知らせ
　児童センターの工事のため、11月1日
㈫から12月4日㈰まで休館します。
　休館中はその他のオアシスルームをご利
用ください。詳しくはお問い合わせいただ
くか、区ホームページをご覧ください。
※休館中の登録・12月5日㈪以降の利用予
約は☎3443－6101へご連絡ください。
問保育課運営係☎5742－6724
　ウェルカムセンター原・交流施設
「第8回原まつり」出店者募集
フリーマーケットの出店者を募集します。
日11月20日㈰午前10時～午後2時30分
募集数／40店（抽選）
出店料／500円
申10月31日㈪（必着）までに、往復はが
きに「フリマ」とし、住所、氏名、年齢、
電話番号をウェルカムセンター原（〠
140－0015西大井2－5－21）へ
問同施設☎5742－4660
大井第三地域センター☎3773－2000

　ひとり親家庭等医療費助成の現況届
（更新）を送付します
ひとり親家庭等の方が病院で受診した場
合、保険診療費自己負担分の一部を区が
助成しています。29年1月以降も引き続
き「ひとり親家庭等医療費助成」を受け
るには、更新手続きが必要です。
人現在資格をお持ちの方
※児童扶養手当とひとり親家庭等医療費
助成の両方を受給している方は、今年8月
の「児童扶養手当現況届」がひとり親家
庭等医療費助成の現況届を兼ねるため、
11月上旬のひとり親家庭等医療助成の現
況届（更新）は送付しません。
手続き方法／11月上旬に送付される現況
届用紙を提出してください。認定されれ
ば医療証を12月下旬頃に送付します
※更新時、所得制限・資格要件の審査が
あります。
●医療証の有効期間
29年1月1日から29年12月31日（または
29年3月31日）
問子ども家庭支援課☎5742－9174
※ひとり親家庭等医療費助成の新規申請
については、お問い合わせください。

花とみどりのフォト講座
撮影方法などの講義後、しながわ中央公
園内で撮影会を実施します。
日11月6日㈰午後1時30分～4時
場中小企業センタ－（西品川1－28－3）
人区内在住か在勤で、デジタルカメラに
不慣れな方15人（先着）
申午前9時～午後5時に、電話でしながわ
中央公園☎5740－5037へ
問公園課公園維持担当☎5742－6526

身近な法律講座
日11月24日㈭午後1時30分～3時30分
内「相続と遺言の基礎知識～いざという
時に家族がもめないために～」
講師／亀井時子（弁護士）
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・性別を男女共同参画セ
ンター（東大井5－18－1☎5479－4104
Fax5479－4111）へ

　10月31日㈪は特別区民税・都民税
（普通徴収）第3期の納期限です
口座振替・自動払い込みやコンビニエンス
ストアでの納付もできます。携帯電話を利
用したモバイルレジでの納付も受け付けて
います。納期限を過ぎてからの納付の場合、
督促状が送付されることがあります。
問税務課収納管理係☎5742－6669

登録調査員募集
事前に登録し、統計調査実施時に統計調
査員として活動します。
日29年度調査から順次
内調査対象への訪問、調査票の配布・記
入依頼・回収・整理
報酬／調査によって異なる
人次にあてはまる方50人程度（選考）
••29年4月1日現在、満20～満74歳
••区内での調査活動が可能な所に居住　
他
※面接を11月30日㈬～12月6日㈫に行い
ます（予定）。
※詳しくはお問い合わせください。
申11月4日㈮（必着）までに、地域活動
課統計係で配布する申込書（写真貼付）
を同課統計係（〠140－8715品川区役所
第二庁舎6階☎5742－6869）へ郵送
　セカンドチャレンジ保育士支援セミ
ナー受講者募集
日11月19日㈯午前10時～正午
※12月中に区立保育園で実習あり。
人保育士資格があり、今後保育園で勤務
を検討している方か保育園の仕事に興味
のある方20人程度（先着）
場申11月4日㈮（必着）までに、電話か
FAXで、セミナー名、住所、氏名、電話
番号を品川介護福祉専門学校（西品川1－
28－3☎5498－6364Fax5498－6367）へ
問保育課保育教育計画係☎5742－6597

住まいの施工業者を紹介します
住宅の修繕や増改築などの工事をする方
に、区内建設組合4団体で構成される品
川区住宅センター協議会を通じて、地元
の施工業者を紹介します。相談受け付け
から3・4日で工事を担当する業者から直
接連絡をしますので、工事内容や金額な
どについて相談してください。
問住宅課住宅運営担当☎5742－6776

　地震に備えて～高齢者などの家具転
倒防止対策助成
シルバー人材センターが転倒防止器具（家
具のガラス部分の飛散防止フィルム含む）
の選定から取り付けまでを行います。
人区内在住で、次のいずれかにあてはま
る世帯
••65歳以上のみか障害者のみ
••65歳以上と障害者のみ
••要介護3以上の65歳以上の高齢者か、2
級（度）以上の障害者がいる
￥費用が20,000円以下＝費用の1割
費用が20,000円超＝費用から18,000円
を差し引いた額
※住民税非課税世帯は費用が20,000円以
下の場合無料。20,000円を超えた場合は
超えた額を自己負担。
申請書などの配布場所／高齢者地域支援
課（本庁舎3階）、地域センター、文化セ
ンター、シルバーセンター
問高齢者地域支援課高齢者住宅担当
☎5742－6735

女性向け就業相談をご利用ください
女性キャリアカウンセラーの個別面談に
よるアドバイスを行います。応募書類の
添削や面接指導もしています。
日月・金曜日の午前10時～午後5時
（予約制・1回50分）
※祝日・年末年始を除く。
人子育て中の再就職や家庭と仕事の両立
をめざす女性の方
場申電話で、商業・ものづくり課就業担
当（西品川1－28－3☎5498－6352）へ
※当日の受付可。
　ウーマンズビジネスグランプリ2017 
in 品川　エントリー募集
女性起業家のためのビジネスプランコン
テストのエントリーを募集しています。
日12月10日㈯午後6時まで
人次のいずれかにあてはまる20歳以上の
女性
••おおむね1年以内に起業予定
••起業後、おおむね5年以内
※エントリー後、書類・プレゼンテーショ
ン審査があります。詳しくは www.
musashikoyama-sc.jp/をご覧いただく
か武蔵小山創業支援センターへお問い合
わせください。
問同センター☎5749－4540
商業・ものづくり課☎5498－6352

講座・講演

お知らせ！

日11月27日㈰
場しながわ区民公園（勝島3－2）
￥1ペア500円
申11月11日㈮までに、費用を持ってスポーツ協会へ

レッツ スポーツ

カナダ生まれの、直径122㎝の大きな球を使った
ゲームです。
日11月6日㈰午前10時から練習、午後1時から試合
人40人（先着）
場申直接、ウェルカムセンター原（西大井2－5－
21）へ
※当日参加も可能です。
問同施設☎5742－4660
大井第三地域センター☎3773－2000

ウェルカムセンター原・交流施設の教室
キンボールスポーツ体験教室

総合体育館トレーニング室
11月の祝日  特別プログラム

申11月2日㈬までに、スポーツ推進課、体育館、地域セン
ターで配布する申込書をスポーツ推進課地域スポーツ推
進係へ持参
※①②の重複参加可。
※キャプテン会議は11月9日㈬午後7時から、総合体育館。

①パパ・ママバレーボール大会（9人制）
日11月13日㈰午前9時から
場総合体育館、戸越体育館
チーム編成／区内在住か在勤で、40歳以上の男女9～15人
※既婚・未婚は問いません。　※男性の常時出場は2・3人。
￥1チーム4,000円
②ソフトバレーボール大会（4人制）
日11月20日㈰午前9時から
場総合体育館
チーム編成／区内在住か在勤の方4～6人
⑴13歳（中学生）以上男女混合の部
⑵40歳以上男女混合の部
※女性の常時出場は2人以上。女性だけのチームでも参加可。
※⑴⑵の重複参加不可。
￥1チーム2,000円

第48回スポーツ推進委員会杯スポーツ大会

第66回品川区民スポーツ大会（秋季）　ソフトテニス中学男子・女子

日程 時間 種目

11/3㈷

10:00～10:45 朝のいきいき体操　＊
11:00～12:00 ヨーガ入門
13:30～14:15 かんたん体操＆筋トレ　＊
14:30～15:15 背骨コンディショニング

11/23㈷

10:00～10:45 やさしいエアロビクス　＊
11:00～12:00 ピラティス入門
13:30～14:15 ズンバ　＊
14:30～15:15 背骨コンディショニング

人16歳以上の方20人（先着）
￥各400円
場参当日、運動のできる服装で、タオルと飲み物、
＊の種目は上履きを持って総合体育館へ

共
通
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　消費生活教室
いまどきのお葬式とお墓事情

「どうしよう」とならないために備えましょう。
日11月21日㈪午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／鈴木春代（東京都消費者啓発員）
人100人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－7181へ
　東品川文化センター利用者協議会教室
初歩からのかな書道教室（むつき）
日11月18日㈮・25日㈮、12月2日㈮・9
日㈮・16日㈮午前10時～正午（全5回）
人20人（抽選）
￥500円（教材費）
場申11月4日㈮（消印有効）までに、往
復はがきで教室名、住所、氏名、電話番
号を同センター（〠140－0002東品川3－
32－10☎3472－2941）へ
　しながわ健康づくり講演会「知って、
備えて、がんでも上手に生きるコツ」
講演のほか、展示やウオーキングマップ
の活用方法の紹介を行います。
日11月17日㈭午後2時～4時20分
（午後1時30分開場）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
人350人（先着）
申11月10日㈭までに、電話で健康課健康
づくり係☎5742－6746へ

認知症予防講習会
認知症を予防する生活習慣のポイントを
紹介します。
日11月21日㈪午前10時～11時30分
場大井第二区民集会所（大井2－27－20）
人区内在住か在勤で、60歳以上の方40
人（先着）
申電話で、荏原保健センター☎3788－
7016へ
　環境学習講座「再生エネルギーの現
状と課題・将来展望」
日11月21日㈪午後2時～3時30分
場353会議室（第三庁舎5階）
講師／櫻井啓一郎（産業技術総合研究所
主任研究員）
人70人（先着）
申11月16日㈬までに、電話で環境情報活
動センター☎5742－6533へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

手づくり講習会と折り紙会
布で「ミニクリスマスツリー」を作ります。
日11月4日㈮
①午前10時～正午②午後1時～3時
人各20人（先着）
￥各200円（材料費）
場参当日、直接啓発展示室（第二庁舎3階）へ
問消費者センター☎5718－7181

　子どものぜん息とアトピー性皮膚炎
講演会～正しい理解と適切な治療 電子

日11月15日㈫午前10時～正午
場大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
講師／清水麻由（昭和大学医学部小児科
学講座助教）
人区内在住か在勤で、アレルギー疾患に
関心のある方30人（抽選）
※託児なし。1歳未満のお子さんに限り同
伴可。
運営／品川食物アレルギーの会
申11月4日㈮（必着）までに、往復はが
きに「11/15講演会」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号、講師への質問、同伴
希望の方はお子さんの月齢・性別を子ど
も育成課庶務係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6692）へ
　ファミリー・サポート・センター
提供会員養成講座
地域の中で、子育てのサポートをしてく
れる方の養成講座です。
日11月14日㈪・15日㈫
午前9時30分～午後3時（全2回）
内事業概要、保育実習（各保育園）他
※後日、普通救命講習の受講があります。
人区内在住で20歳以上の方20人（抽選）
※託児はありません。
場申11月5日㈯（必着）までに、往復は
がきかFAXに「ファミリー・サポート養
成講座」とし、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、受講の理由を社会
福祉協議会（〠140－0014大井1－14－1
☎5718－7185）へ

三徳会地域交流会
日11月12日㈯午後1時30分～3時
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
内講演「長く健康でいるための生活～ほ
どよい不便が日々の健康に役立ちます～」
講師／黒川容輔（言語聴覚士）
人50人（先着）
申11月11日㈮までに、電話で成幸在宅
サービスセンター☎3787－7492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思い出に残る写真を撮りませんか
日11月7日～28日の月曜日
午前10時30分～正午（全4回）
人15人（先着）　￥8,000円
②プリザーブドフラワーのリースorパ
フュームフラワーのツリー
日11月20日㈰午前10時～正午
人16人（先着）
￥6,450円（教材費込）
③うまくなるためのカラオケHow to＜夕方＞
日10月26日～12月14日の水曜日
午後3時15分～5時15分（全4回）
※全5回のうち4回目から途中入会。

人14人（先着）
￥9,000円（教材費込）
④日本の文様　服部早苗の布切り絵
日11月1日～12月20日の火曜日
午後1時～3時（全4回）
※全5回のうち2回目から途中入会。
人10人（先着）
￥14,000円（教材費込）
───────共　　通───────
場申電話で、メイプルセンター（西大井
駅前☎3774－5050）へ

　品川区民芸術祭2016
「心あったかコンサート」
日11月3日㈷午後1時30分開演
（午後1時開場）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内クラシック・声楽・ピアノなどの演奏
問文化観光課文化振興係
　移動図書館「ほんのにわ」特別企画
“絵本のよみきかせ”を開催！

日程 時間 会場・問い合わせ

11月
5日㈯

午前11時～
11時30分

しながわ中央公園
（区役所前）
☎5740－5037

11月
6日㈰

午前11時～
11時40分

東品川海上公園・
屋上庭園（東品川3－9）
問天王洲公園
☎3471－4573

午後2時～
2時40分

※雨天中止｡
問公園課公園維持担当☎5742－6789

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
アルミ缶のリサイクル過程を追いかけます。
日12月10日㈯午前7時40分～午後6時30
分頃（区役所集合・解散、往復バス）
場品川区資源化センター（八潮1－4－1）、
ユニバーサル製缶結城工場（茨城県結城
市）など
人区内在住で、リサイクルに関心のある
小学生以上の親子35人（抽選）
※昼食は各自持参。
申11月14日㈪（必着）までに、電話かはが
き、FAXに「追っかけ隊」とし、参加者全
員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番
号を品川区清掃事務所（〠141－0032大崎
1－14－1☎3490－7098 Fax3490－7041）
へ

第15回さくら会まつり
日11月6日㈰午前10時～午後2時
内作品展示、ステージ、スタンプラリー、
模擬店、手芸体験、バザー、ゲームなど
場問さくら会
（南大井5－19－1☎5753－3900）
　第24回　ふれあい祭
～ふれあい、元気。届け、笑顔！～
日11月6日㈰午前11時～午後3時
※雨天決行。
内ふれあいみこし、クラブ・ステージ発表、
模擬店、自主製品・リサイクル自転車販売、
スタンプラリーなど
場問ふれあい作業所西大井
（西大井4－9－9☎3775－4585）
※車での来場はご遠慮ください。

区民のいけばな展  「秋～想
おも

い深く」
日10月29日㈯午後1時～7時
30日㈰午前10時～午後6時
場きゅりあん（大井町駅前）
問品川区華道茶道文化協会・川口理事長
☎3783－7246、文化観光課文化振興係

認知症カフェ「スマイルカフェさくら」
認知症のことを、お茶を飲みながら話し
ましょう。
日11月13日㈰午後1時30分～3時30分
￥100円
場参当日、直接さくら会（南大井5－19－
1☎5753－3900）へ
　品川区制70周年記念事業
交流都市地方物産展
市町村交流、災害協定、観光・産業振興
などで交流している自治体が実施します。
日11月2日㈬～8日㈫
水～土曜日＝午前10時～午後9時
日～火曜日・祝日＝午前10時～午後8時
場阪急百貨店大井食品館（大井町駅前）
出店自治体／宮古市（岩手県）、福島市（福
島県）、芝山町〈3日のみ〉・大多喜町・八
街市〈2日のみ〉（千葉県）、十日町市（新
潟県）、飯田市（長野県）、早川町（山梨県）、
坂井市（福井県）、下関市（山口県）、霧
島市（鹿児島県）
※熊本地震の災害義援金募金も行います。
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

催　し

ふだんは公開されていないものも含
め、区内の指定文化財を公開します。
観覧方法／当日、直接会場へ
問庶務課文化財係☎5742－6839

公開文化財 公開場所 最寄り駅

神
み こ し

輿・板垣退助の墓 品川神社
北品川3－7－15 新馬場駅北口4分

鏝
こて

絵
え

天
あめのうずめのみこと

鈿女命功績図 寄
よ り き

木神社
東品川1－35－8

新馬場駅北口7分

木造聖観
か ん ぜ お ん ぼ さ つ

世音菩薩立像 寳
ほうとう

塔寺
東五反田1－2－29

五反田駅東口5分

居
い る ぎ

木神社末社厳
いつくしま

島神社
（旧松原家屋敷神）

居木神社
大崎3－8ー20 大崎駅西口5分

木造阿
あ み だ

弥陀如来坐像 行慶寺
戸越2－6－31 戸越公園駅10分

三宝本尊像
木造摩耶夫

ぶ に ん

人立像
摩
ま や

耶寺
荏原7－6－9

西小山駅7分

伊藤博文墓 伊藤博文墓所
西大井6－10－18 西大井駅3分

木造五智如来坐像 養玉院
西大井5－22－25 西大井駅8分

●11月3日㈷～6日㈰午前10時～午後4時

※法事などにより、公開されない時
間帯があります。

●期間限定公開

●通年公開　午前6時～午後5時
公開文化財 公開場所 最寄り駅

銅造地
じ ぞ う ぼ さ つ

蔵菩薩坐像
（江戸六地蔵の1つ）

品川寺
南品川3－5－17 青物横丁駅3分

公開文化財 公開場所 最寄り駅
旧島津公爵家袖ヶ崎
本邸洋館
（清泉女子大学本館）

清泉女子大学
東五反田3－16－21

五反田駅10分
大崎駅10分

東京文化財ウイークで品川区内の都指定文化財が
公開されます

※10月29日㈯・30日㈰の清泉祭開催日は入場自由です。
※12月までの隔週水・金曜日に実施している見学ツアーは、現在満員
です。
※詳しくは、清泉女子大学ホームページをご覧になるか、学長室本館見
学係☎3447－5551へお問い合わせください。

文化財一般公開

70歳以上で希望する方に、都内バス、都営地下鉄、都電などを利用で
きるシルバーパス（有効期限29年9月30日）を発行しています。
￥28年度の区民税が課税の方 20,510円
28年度の区民税が非課税の方 1,000円
※28年度課税でも、合計所得金額が125万円以下の方は1,000円。

小さな旅の友 シルバーパス
問東京バス協会☎5308－6950



歴史を訪ねて

● 人権週間  講演と映画のつどい
● 税を考える週間
● 区民相談室をご利用ください

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　11月1日号

　

平成28年（2016）

10/21
2018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。

●代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人数などを電話かFAX、ホームペー
ジ予約フォームで各施設へ直接お申し込みください。
※予約受付は先着順。ただし、繁忙期は抽選、締め切りはそれぞれの受付開始月の月末。
※4月以降、料金などに変更が生じる場合があります。変更の場合は、本紙などでお知らせします。
※区民の方は区の補助により料金の割引があるので、宿泊時に住所などが確認できるもの（運
転免許証、健康保険証、社員証など、障害者の方は障害者手帳など）を宿泊者全員分お持ちく
ださい。確認できない場合は補助は受けられません。

区民の方
（区内在住・在勤）

利用月の6カ月前の1日より
5月分の受付／11月1日㈫より
※ゴールデンウイーク期間（29年4月29日㈯～5
月6日㈯）は抽選。

区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

保養所をご利用ください！
伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321Fax0557－35－0345
www.shinagawasou.com/

品川荘
日光市細尾町676－1
☎0288－54－0988Fax0288－54－0954
www.korinsou.com/

光林荘

問地域活動課☎5742－6687

各施設へお問い合わせください

予約受付　　　　午前9時～午後6時

長期基本計画（26～30年度） 1,000円
総合実施計画（第4次） 500円
しながわ景観ガイドプラン 1,000円
品川区景観計画 1,300円
品川区外国語生活情報誌 300円
品川区小中一貫教育要領 2,000円
品川区小中一貫教育要領特別支援教育編 700円

品川区地図（外国語版） 100円
品川区ガイドマップ 200円
品川区都市計画図（用途地域図） 800円
品川区ウオーキングマップ私の散歩道 100円

品川音頭 （CD）    500円
品川甚句 （CD）    500円
非核平和テレホンカード 500円
非核平和Tシャツ 950円

しっかり学ぶしながわっこ 1,200円
新訂版  のびのび育つしながわっこ 1,200円
しながわ物語 500円
品川区まちづくりマスタープラン 2,500円
品川区まちづくりマスタープラン概要版
 500円
品川の教育 1,000円

品川区史 2,900～5,800円
品川区年表 1,700円
品川の歴史 1,450円
品川区史料 900～1,000円
戦争体験集明日へのメッセージ 1,000円
声の戦争体験集 （CD）    500円
品川区指定文化財一覧（改訂版） 1,000円
東海道中近代膝栗毛 1,000円
品川の仏像 2,000円
しながわの昔ばなし 1,000円
品川用水「溜

ため

池
いけ

から用水へ」 300円
品川　間宮社中の歴史と伝承神楽 1,000円
江戸の名僧　澤庵宗彭 1,000円

品川の富士講と山開き行事 1,000円
品川の学童集団疎開資料集 1,800円
江戸の学問　賀茂真淵とその周辺 1,000円
高村智恵子　紙絵とその生涯 1,000円
品川拍子の伝承とあゆみ 1,000円
品川神社の太太神楽 1,000円
品川の大山信仰 1,000円
雉
き じ

子神社文書（一）（ニ） 各1,000円
むさしの国荏原 1,000円
品川の原始・古代 500円
しながわの絵馬 1,000円

他

区役所第三庁舎3階にある区政資料コーナーをご存じですか？
　ここでは区政などについての資料の閲覧や貸し出しを行っています。その他、品川区についての様々
な書籍や冊子、地図などを販売・配布しています。
　今号では、区政資料コーナーで販売している書籍などを紹介します。贈り物などにもご利用ください。

区政とまち 歴史

地図 カード、ＣＤなど

●非核平和都市品川宣言　図書カード
　（500円・1,000円）
　 品川ゆかりの浮世絵の図柄です。
●絵はがき（1枚50円〈26種類〉）
　 品川歴史館とその展示品、浮世絵、江戸名所のほか、郷
土の画家竹内重雄氏の大正スケッチもあります。
●オリジナル風呂敷（3,000円）
　 絵柄は、江戸時代末期に風景画家として名声を博した歌
川広重（初代）の「東海道五十三次之内　品川」をもと
に、品川区伝統工芸保存会の友禅染の職人が描いたもの
です。イベントの記念品としてもご利用ください。
●クリアファイル（A4・1枚200円〈3種類〉）
　品川ゆかりの浮世絵の図柄です。

●まちの鼓動  しながわ写真集（500円）
　 21世紀を迎えた品川のまちの「にぎわい・やすらぎ・
変ぼう」をテーマにした写真集です。木村伊兵衛写真
賞を受賞した中野正貴氏の撮り下ろし。区内の写真家 
石元泰博氏・長野重一氏の作品も掲載しています。区
内のすてきな風景をお楽しみください。
●しながわのまちづくり（300円）
　 活力にあふれた個性あるまちづくりを地区ごとにまと
めて説明しています。

見本 ●しながわの史跡めぐり（700円）
　 大名屋敷跡の記載もあり、史跡散歩のガイドにぴったりです。
まちの歴史に触れるひとときを過ごしてみませんか。

「品川区史2014
－歴史と未来をつなぐまち しながわ」

（4,500円）

写真・図版を約1,000点掲載した26年改訂の品川区史です。デー
タと映像を収録したDVDディスク2枚つきです。

 ・ ・東海道品川宿（1,000円）
　 品川宿は江戸時代、東海道第1番目の宿場として、多くの人や物資が
行き交う場所でした。図録では、宿場としての機能をはじめ、宿場に
住む人々の生活や行楽地としてのありかた、また周辺に位置する多様
な寺社や宿場に行き交う人々など、多角的に宿場を紹介しています。

 ・ ・大井  海に発展するまち（1,000円）
 ・ ・品川鉄道事始 ― 陸

おか

蒸気が品川を走る―（1,000円）
 ・ ・ 大井に大

おおぼとけ

仏がやってきた！
　―養玉院如来寺の歴史と寺宝―（1,000円）
 ・ ・ 東京湾と品川 ―よみがえる中世の港町―
　増補改訂版（1,000円）
 ・ ・ 品川から世界へ  サムライ海を渡る
　―幕末明治の日本と外交使節団―（1,000円）

品川歴史館特別展図録

そ の 他 の 頒 布 物

区政やまちがより身近に

プレゼントに最適

●しながわの史跡めぐり（700円）
　 大名屋敷跡の記載もあり、史跡散歩のガイドにぴったりです。
まちの歴史に触れるひとときを過ごしてみませんか。

再 発 見 問区政資料コーナー（第三庁舎3階☎5742－6614Fax5742－6599）

「交易の拠点」大井埠
ふ

頭
と う

の誕生

　区の広報紙に、初めて大井埠頭の記事が載ったのは、まだ埋め立て中の昭
和27年（1952）2月15日のことでした。大井埠頭が東京の国際貿易・国内流
通の拠点港湾として整備される事が報じられています。幕末以来、東京の海
の玄関が横浜であり続ける中で、外航船が接岸できる港の建設は東京の悲願
でした。また、品川区は、首都港湾の後背地として繁栄する夢を描きました。
　やがて東京は公害・住宅不足などの深刻な都市問題に直面し、その解決を
埋立地に託しました。港湾中心の計画は見直され、大井埠頭には東京都内の
湾岸埋立地で唯一のニュータウンが建設され、いくつもの広く緑あふれる公
園が整備されました。さらに車両基地、火力発電所、清掃工場といった施設

も建設され、港は海上輸送の急速なコンテナ化に合わせ計画変更されました。
　昭和54年、「八潮」の地名が生まれ、58年3月八潮パークタウンの入居が始まり、
人口1万数千人のまちが誕生しました。それから30年あまり、緑に囲まれた住
宅エリアに隣接した大井ふ頭中央海浜公園は、2020年東京オリンピックのホッ
ケー会場となることが決定し、大井コン
テナふ頭は東京港最大のふ頭として、室
町時代から続く「交易の拠点しながわ」
の歴史を引き継いでいます。

（『品川区史2014』第Ⅰ部　＜区民がつくる新し
いまち「八潮」＞・＜生まれ変わるまち＞　第Ⅱ
部　八潮地区より）
問総務課☎5742－6624

品
川
の
歴
史
を
知
ろ
う

　

〜『
品
川
区
史
２
０
１
４
』

上空から撮影した現在の八潮地区

No.7

平成29年3月15日
品川区は70周年を迎えます。

わ が ま ち し な が わ


