
皇后陛下美智子様のご実家・
正田邸跡地の「ねむの木の庭」
には、プリンセスミチコの名を
冠したバラが植えられていま
す。５～11月の間の開花時に楽
しむことができます。
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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

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity

11月。立冬を迎え、暦の上では冬が始まります（＊）。
あたたかい気持ちになるものを求めて、今号では赤色のものを集めてみました。

名付けて「しながわレッド」。
あなたの身近にはどんな「しながわレッド」がありますか？

＊今年の立冬は11月7日です。
赤赤

しなな
ががわわ

し
がな

N0.12

「しながわ百景」にも選ばれている旗の台伏
見稲荷神社。大正15（1926）年建立の地域で
大切にされているお稲荷さまです。

旧岡山藩・池田家の下屋敷跡の一旧岡山藩・池田家の下屋敷跡の一
部に整備された池田山公園。園内に部に整備された池田山公園。園内に
は約50本のモミジが植えられ、秋のは約50本のモミジが植えられ、秋の
深まりとともに葉を赤く染めます。深まりとともに葉を赤く染めます。

北品川駅から大森海岸駅まで、区内に６つの駅
がある京浜急行。高架の上を走る赤い車両は、
皆さんおなじみの風景ではないでしょうか。

森の守り神を意味するガーデナー（庭師）
をモチーフとしたアート作品です。アー
トヴィレッジ大崎の「丘の庭」で出会う
ことができます（作・インゲス・イデー）。

レッドレッド
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　思春期家族教室

日11月11日㈮午後2時～4時
講師／新倉佳久子（臨床心理士）
人不登校・ひきこもりなどでお困りの家族
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

　難病音楽療法教室と交流会

日11月28日㈪午後1時30分～4時
内声楽家による音楽療法と交流会
人パーキンソン病などの神経難病の方と
家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

2016年11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

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

あたまとからだの元気教室
脳活性化エクササイズや簡単手品、音楽セラピーなど、楽しみながら認
知機能低下を予防します。
日12月7日～29年3月8日の水曜日午前10時～11時30分（全12回）
（初日は午前9時30分から受け付け）　
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）　
人区内在住で、1人で教室に通える65歳以上の方15人（抽選）
￥3,600円
申11月14日㈪までに、本人が電話で高齢者地域支援課介護予防推進係
☎5742－6733へ

シニアクラブ
11月の区議会
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
7日㈪午後1時、28日㈪・29日㈫午前10時
議会運営委員会／11日㈮午後1時、22日
㈫午前10時30分
行財政改革特別委員会／8日㈫午後1時、
30日㈬午前10時
オリンピック・パラリンピック推進特別
委員会／9日㈬午後1時
本会議／24日㈭午後1時、25日㈮午前10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

品川健康センター休館日のお知らせ
日11月26日㈯
問同センター☎5782－8507

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。
問品川区臨時福祉給付金事務センター　
☎3787－8351

国民健康保険料の納付書を郵送します
国民健康保険料の納付書は1年に2回、6
月と11月に郵送しています。11月中旬に
28年度後半（11月期～29年3月期分）の
納付書を郵送します。　※口座振替や、
年金からの特別徴収で納付している世帯
には納付書は郵送しません。
問国保医療年金課資格係☎5742－6676

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12月7日㈬・13日㈫午後1時～3時30
分、19日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日12月22日㈭午後1時～4時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日12月2日㈮・16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　
※相談室への入室は相談者のみです。
※託児はありません。

お知らせ！
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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）

11月3日㈷
6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）

11月3日㈷

 たつのこどもクリニック 大　井 1 －28－ 5 ☎3775－8600
 仙田歯科医院 東大井 5 －14－20 ☎3472－2978
 平和坂菅原歯科 西品川 2 －24－10 ☎5435－8110
 山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137
 小山接骨院 戸　越 5 －10－ 7 ☎3782－7568

11月6日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
 八潮歯科医院 八　潮 5 －12－68 ☎3799－1818
 清水坂歯科医院 戸　越 2 － 1 －20 ☎3783－2200
 ケアステ－ション鍼灸・整骨院 大　井 1 －45－ 4 ☎3771－2727
 綱井接骨院 小　山 6 － 2 － 9 ☎3781－9330

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

11月5日㈯ 　　　品川区医師会休日診療所   北品川 3 － 7 －25    ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局   北品川 3 －11－16  ☎3471－2383

行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！
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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

キリトリ線

※重病の方は119番をご利用ください。

問子ども育成課庶務係☎5742－6720

家庭は、子どもにとって憩いの場所
心のよりどころ　
豊かな心を育む大切なところです

「家庭の日」
です

毎月第一
日曜日は

●「友だちや学校のこと」など、お子さんの話をじっくり聞いて、
　親子のコミュニケーションを深めましょう。
●家族揃って食事をしたり、出掛けるなど、一緒に過ごす時間を
　つくり、家庭の大切さを見つめ直しましょう。

「家庭の日」
には…

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。

　 自分でできるプレママのボディケア
参加者募集

体調に合わせて気軽にご参加ください。
日時（全4回） 会場

12/1㈭
29年1/19㈭ 10:00～12:00 大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－

17－13）12/10㈯
1/8㈰ 14:00～16:00

内助産師によるグループワーク、講話、
ボディケアの実習や相談
人区内在住か在勤で、妊娠7カ月以降の
方20人（抽選）　
※託児はありません。
申11月18日㈮（消印有効）までに、往
復はがきかFAXに「プレママ」とし、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話・FAX番号、
Eメールアドレスを子ども育成課庶務係
☎5742－6692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
11/9㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

11/21㈪
12:00～15:00 啓発展示室（第二庁舎3階）

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

　難病の方のためのリハビリ教室

日11月17日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリ
講師／伊藤滋唯（理学療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
の神経難病の方と家族30人（先着）
持ち物／タオル、飲み物
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

電子

人40～74歳の品川区国民健
康保険に加入している方
※受診券は再発行可。　
※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

　生活習慣病の早期発見を目的とした健診で
す。あなたの健康を守るだけでなく、年々増加
している生活習慣病の医療費を抑えることにも
つながります。
　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。
受診は無料です。

品川区国保基本健診
受診はお早目に

　「ネウボラ」とは、フィンランド語でアドバイスをする場所の意味で、「妊産婦
ネウボラ相談」は、出産・育児をサポートする総合相談窓口です。
　保健センターでは妊娠が確定し「妊娠届」を出された方に助産師などが面談を
行い、区の子育てサービスの紹介のほか、困りごとや相談に応じたサポートプラ
ンを提供します。初回の面談ではお祝い品（出産育児用品カタログギフト）を贈
呈しています。
人区内在住で、妊娠が確定し、妊娠届け出をされた妊娠中の方
申電話で、住所地の管轄保健センターへ予約
品川保健センター☎3474－2903、大井保健センター☎3772－2666、
荏原保健センター☎3788－7016

出産・子育て応援
～しながわネウボラネットワーク

「妊産婦ネウボラ相談」
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レッツ スポーツ
　なぎなた初心者教室
日12月1日～22日の木曜日午前10時～11時30分（全4回）
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人区内在住か在勤の方15人（抽選）　※男性も可。
￥2,100円（保険料込）  ※なぎなたは無料で貸し出し。
主催／品川区なぎなた連盟
申11月12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､ 電話番号をスポーツ協会へ

　第3回バドミントン大会
日12月11日㈰午前9時から　場総合体育館
内3ダブルスによるクラス別の団体リーグ戦
￥1チーム8,000円　※未登録団体は、他に登録料として1人700円必要。
主催／品川区バドミントン協会
申11月23日㈷までに、費用を持ってスポーツ協会へ（11月21日㈪を除く）
※未登録団体多数の場合は抽選。

　陸上競技初心者審判講習会
日12月14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歳以上の方
￥1,000円　主催／品川区陸上競技協会
申12月7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

　第66回品川区民スポーツ大会（冬季）マラソン大会
日29年3月19日㈰午前9時集合　※雨天決行。
場大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森（八潮4－1）
種目／2km：小学生ファミリー（1・2年生）、小学生ファミリー（3・4年生）、小学
4～6年生、3km：中学生、5km：一般（高校生以上）、壮年（50歳以上）、壮年（男
子60歳以上）、10km：一般（高校生以上）、壮年（40歳以上）
※年齢は大会当日現在。　
※小学生ファミリーは、子と親か祖父母とのペア。
※1人1種目。小学生ファミリー父母は、2種目可。　
※参加自由のトラックギャラリーラン（500～600ｍ）もあります。
￥500円、高校生以下300円、ファミリー800円（保険料込）
申1月31日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ（11月21日㈪、12月19日㈪、
12月29日㈭～1月3日㈫、1月16日㈪を除く）

裁判所の調停委員による調停相談会
土地建物・金銭債務・近隣問題・交通事故・
親族間のもめごとなどについて、秘密厳
守、無料で調停手続きの相談に応じます。
日11月12日㈯午前10時～午後3時30分
場申当日、直接大田区役所2階（蒲田駅前）
へ
問東京家事調停協会☎・Fax3502－8822
（午前10時～午後4時）
区民相談室☎3777－2000

介護者教室
日11月26日㈯午後1時30分～3時30分
内移動にかかわる福祉用具の選び方
講師／菊池真一（アビリティーズ・ケア
ネット福祉用具相談専門員）
人30人（先着）
場申前日までに、電話で八潮在宅サービ
スセンター（八潮5－10－27☎3790－
0344）へ

大崎ゆうゆうプラザは館内設備点
検のため臨時休館します
日11月27日㈰
問同プラザ☎5719－5322

品川プチ企業説明会
企業の社長や人事担当者が区内中小企業
で働く魅力を伝えます。
日11月16日㈬午後1時30分～4時30分
※受け付けは午後1時から。
参加社数／5社程度
内第1部：業界・会社を知る、第2部：仕事・
職場を感じる（座談会）
人学生・既卒3年以内の求職者の方など
場参当日、直接中小企業センター（西品川
1－28－3）へ
問商業・ものづくり課就業担当
☎5498－6352

助成を希望する中小企業を募集します
①BCP（事業継続計画）策定費用
助成対象／ BCPを策定するために要した
コンサルティング経費
②ワーク・ライフ・バランス費用
助成対象／ワーク・ライフ・バランスに
係るコンサルティングに要した経費
③事業所内育児スペース整備費
助成対象／事業所内に育児スペースを設
けるために必要な工事費・賃料
④ベビーシッター経費
助成対象／事業所内にベビーシッターを
雇う費用
───────共　　通───────
募集期間／29年2月28日㈫まで
助成額／①②経費の3分の2（上限100万
円）③④経費の2分の1（総交付限度額
100万円）
問商業・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

特別障害者手当・障害児福祉手当
をご存じですか
次にあてはまる方は申請できます。
●特別障害者手当
重度の障害があるため、日常生活におい
て常時特別の介護を必要とする在宅の20
歳以上の方（おおむね身体障害者手帳1・
2級、愛の手帳1・2度程度の障害が重複
している方。またはこれらと同等の障害
や疾病、精神障害の方）
月額／26,830円
※施設に入所している方、3カ月を超えて
継続して入院している方、本人か扶養義
務者などが所得制限を超えている方は受
給できません。
●障害児福祉手当
重度の障害があるため、常時介護を必要
とする特別の程度の状態にある20歳未満
の方（おおむね身体障害者手帳1級と2級
の一部。愛の手帳1度と2度の一部。これ
らと同等の疾病、精神障害の方）
月額／14,600円
※施設に入所している方、障害年金を受給
している方、本人か扶養義務者などが所
得制限を超えている方は受給できません。
●次にあてはまる方は受給資格がなくな
りますので早めにお届けください。
・特別障害者手当受給者で施設に入所し
た方や3カ月を超えて継続して入院した
方
・障害児福祉手当受給者で施設に入所し
た方や障害年金（障害を事由として受け
取る年金）を受給することになった方
・経過的福祉手当受給者で施設に入所し
た方や障害年金・特別障害給付金を受給
することになった方
※届け出がないまま手当を受給している
と、受給資格がなくなった日まで遡って
返還していただきます。
申障害者福祉課障害者福祉係（本庁舎3
階☎5742－6707 Fax3775－2000）

中小企業を対象に費用の一部を
助成します
●国内の知的財産権取得に要する費用
助成額／対象経費の3分の2（上限20万円）
●国内外で開催される展示会出展に要す
る費用
助成額／国内展示会＝対象経費の3分の2
（上限20万円）、海外展示会＝対象経費の
3分の2（上限50万円）
───────共　　通───────
対象／区内で1年以上継続して事業を営
む中小製造業事業者・情報通信業事業者
申請期限／11月30日㈬
※対象経費など詳しくはものづくり支援サ
イト www.mics.city.shinagawa.tokyo.
jp/をご覧ください。
問商業・ものづくり課企業支援係
☎5498－6333

都営住宅入居者の募集
募集住宅／世帯向け、定期使用住宅、若
年ファミリー向け
※一部単身者向けの住宅あり。
申込用紙配布場所／住宅課（本庁舎6階）、
地域センター、サービスコーナー、文化
センター、品川宅建管理センター
※配布部数には限りがあります。
申11月11日㈮まで配布する申込用紙を、
郵送で渋谷郵便局に11月15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

11月5日㈯ 荏原文化センター
（中延1－9－15）

11月6日㈰ 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

特別区立幼稚園妊娠出産休暇・育
児休業補助教員採用候補者の募集
職種／臨時的任用教員（幼稚園）
勤務地／23区の区立幼稚園（大田区・足
立区を除く）
人昭和31年4月2日以降に出生し幼稚園
教諭普通免許状を現に有する、国公私立
幼稚園の正規任用教員として1年以上、ま
たは23区の区立幼稚園臨時的任用教員か
学級を専任する非常勤講師として通算12
カ月以上の勤務実績がある方
選考方法／書類選考、面接
募集案内の配布場所／特別人事・厚生事
務組合、区役所
申12月1日㈭・2日㈮に、所定の書類を本
人が特別区人事・厚生事務組合教育委員
会事務局人事企画課（〠102－0072千
代田区飯田橋3－5－1東京区政会館17
階）へ持参　※更新者で過去5年間に区
立幼稚園の臨時的任用教員として勤務実
績のある方は郵送による受け付けが可能
（11月2日㈬～25日㈮消印有効）。
問同事務局人事企画課☎5210－9751
品川区指導課☎5742－6831

品川子育てメッセ2016

第9回
コース名 　日時（全4回）

はじめてコース
（インターネット入門）

①12月の火曜日 9:30～12:00②29年1月の火曜日
③1月の水曜日 13:30～16:00

なれようコース
（カレンダー、年賀状
〈文面〉作成体験）

④12月の火曜日 13:30～16:00⑤1月の火曜日
⑥1月の水曜日 9:30～12:00

場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）

　日時（全4回） 内容
⑦12月の木曜日

9:30～11:30
タブレット基本操作、
ホームページ閲覧、メー
ル体験など⑧1月の木曜日

場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）

Windows7

タブレット

によるパソコン教室（初心者）

端末教室（初心者）

階段で2階へ
あがります

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

人55歳以上の方各12人（抽選）
￥各2,000円（教材費込）
申11月11日㈮（必着）までに、はがきかFAX
で教室名、希望番号①～⑧、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を高齢者地域支援
課介護予防推進係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6733 Fax5742－6882）へ　
※各教室の複数コース・月には申し込めません。

共　通
つたえる・つながる・めぐりあう
―子どもといっしょに広がる世界
　『ホッと　ひといき』が今年のテーマ。
　色々な「子育てを楽しむヒント」を見つけに
来てください！
日11月11日㈮午前10時30分～午後3時30分
内子育て情報展示、講演会、おもちゃのひろば、
子育て相談、ワークショップ　他
場参当日、直接きゅりあん（大井町駅前）へ
問子ども育成課育成支援係☎5742－6596
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問税務課☎5742－6662

※対象地域の日時に出席できない場合は、同じ
税務署内の他の日に出席できます。

　年末調整に必要な用紙も配布しますので、ご
出席ください（開始30分前から受け付け）。
　内容は事業者向けです。

場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ

場参当日、荏原文化センター（中延1－9－15）へ

日時 対象地域
11月14日㈪
13:30～16:00

上大崎・東五反田・大井・ 
西大井・勝島・東八潮・八潮

11月15日㈫
9:30～12:00

西五反田・大崎・北品川・
広町

11月15日㈫
13:30～16:00

東大井・南大井・東品川・
西品川・南品川

日時 対象地域
11月8日㈫
13:30～16:00

小山台・小山・荏原・平塚・
中延

11月9日㈬
13:30～16:00

西中延・東中延・旗の台・
戸越・豊町・二葉

この社会あなたの     がいきている
11月11日㈮～17日㈭は税を考える週間です 28年分　年末調整などの説明会

品川税務署　☎3443－4171

荏原税務署　☎3783－5371

税税

人2,500人（先着）
申11月2日㈬～4日㈮（必着）に、往復は
がきで代表者の住所・氏名・電話番号、人
数（1枚4人まで）を「しながわつまみ食
いウオーク」係（〠225－0003横浜市青
葉区新石川2－5－5）へ　
※11月1日㈫以前に届いたはがきは無効。
○11月2日㈬から、「とくらく」ホームページ
www.tokyuensen.com/からも申し込

めます。

問しながわ観光協会☎5743－7642（祝日休館）
　文化観光課☎5742－6913

日11月26日㈯午前11時～午後3時30分　※受け付けは正午まで。

戸越
エリア

平和坂通り商店会・戸越銀座
銀六商店街・戸越銀座商店
街・戸越銀座商栄会商店街

中延
エリア

昭和通り商店会・中延商店街・
戸越公園駅前南口商店会・戸
越公園中央商店街・宮前商店
街・荏原中延東栄会商店街

旗の台
エリア

旗ヶ岡商店会・旗の台東口通
り商店会・旗の台四丁目商店
街・荏原町商店街

大井町
エリア 大井町産直マルシェ

二葉
エリア

二葉町商店会・大井サンピ
ア商店街

　コース　  　  スタート：しながわ中央公園（区役所前）
　　　　　  ゴール：中小企業センター（西品川1－28－3） 　※電車移動可。

特製マップを片手に、
つまみ食いを楽しみながら
5つのエリアを巡ります。

しながわの商店街東急沿線いいもの巡り

蝋ろ

う

燭そ

く

能
〜
み
ち
の
く
鬼
女
伝
説
〜

観世喜之 野村萬斎小島英明

独自の発想と感性で創作された作品の数々が天王洲アイルにやってきます。

　11月7日㈪～17日㈭

●天王洲セントラルタワー1階アートホール・天王洲ファーストタワー1階
　（午前8時30分～午後8時30分、土・日曜日休館）
●スフィアタワー天王洲1階　●東京モノレール天王洲アイル駅

　11月19日㈯午前10時～午後4時

●寺田倉庫T
ティーアートギャラリー

－ArtGallery（東品川2－6－10 2階Dエントランス）

アール・ブリュット展 in 天王洲

　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

問障害者福祉課福祉改革担当（☎5742－6762 Fax3775－2000）
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日29年2月4日㈯午後2時開演（午後1時30分開場）
場きゅりあん大ホール（大井町駅前）
演目／仕舞「山

やまんば

姥」（観世喜之）、狂言「附
ぶ す

子」（野村萬斎）、能「安
あだちがはら

達原」
（小島英明）　※冒頭に小島英明による演目解説あり。
出演／観世喜之、小島英明、野村萬斎　他
￥4,500円（全席指定）
発売開始／11月11日㈮

●税理士による「税の無料相談」
日時 会場 問い合わせ

11月14日㈪・15日㈫午前11時～午後4時
ヤマダ電機大井町店入り口横（大井町駅前）東京税理士会品川支部☎3474－084311月17日㈭・18日㈮午前10時～午後4時

11月14日㈪・17日㈭午前10時～午後4時 中延会館（東中延2－7－19） 東京税理士会荏原支部
☎3781－807011月14日㈪・17日㈭午前10時～午後4時 武蔵小山商店街パルム会館（小山3－23－5）

●区民セミナー「お口の健康と健康寿命　
～あなたの歯は大丈夫？～」
①11月8日㈫午後2時～4時
人90人（先着）
場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問品川青色申告会☎3474－7564
②11月17日㈭午後2時～4時
人60人（先着）
場参当日、荏原文化センター（中延1－9－15）へ
問荏原青色申告会☎3783－3494

●くらしと税金展
日11月14日㈪・15日㈫午前10時～午後4時
場ヤマダ電機大井町店入り口横（大井町駅前）
問品川間税会☎5781－9130

●チャリティー寄席
日11月16日㈬午後6時開演（午後5時開場）
出演／林家たい平（独演会）
人450人（先着）
※入場の際、1,000円以上の寄付をお願いします。
場参当日、荏原文化センター（中延1－9－15）へ
問荏原法人会☎3783－9900

●邦楽の調べ
日本の伝統音楽を披露します。
日11月6日㈰
午後1時30分開演（午後1時開場）
●品川区民作品展
日11月9日㈬～13日㈰午前10時～午後7
時（入場は終了30分前まで）　※9日㈬
は午後1時から、13日㈰は午後3時まで。
内書道、写真、絵画、手工芸、華道  他
※表彰・講評会は12日㈯午後2時から。
──────共　　通───────
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
問文化観光課文化振興係
☎5742－6836

品川区民芸術祭品川区民芸術祭  20162016 しながわ
アーティスト   人展7
品川に縁

ゆかり

のあるアーティストが7人
集まり、作品を紹介します。
日11月11日㈮～13日㈰午前10時～
午後6時  ※13日は午後3時まで。
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
問メイプルセンター
☎3774－5050

撮影：高田真澄
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列車ごっこやおもしろ楽器体験もあります。

日29年2月26日㈰
午前10時45分開演（午前10時30分開場）
場きゅりあん小ホール（大井町駅前）
￥前売り券2,500円、当日券2,800円
（全席自由）
発売開始／11月9日㈬
　窓口販売　 午前9時から＝きゅりあん・スクエア荏原・メイプルセンター
　　　　　　 午前10時から＝Ｏ美術館（初日のみ午前9時から）・しながわ観光協会
　電話予約　 午前10時から＝チケットセンターキュリア
　インターネット予約　午前9時から＝ www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。　
※2歳まで膝上鑑賞無料。　※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！体験！感動！ふれあいこどもまつり

ミュージックボックスの
「おもしろミュージックランド」

区立高齢者住宅補欠登録者募集

高齢者住宅あっせん事業
住宅に困窮する65歳以上の高齢者などに対して、東
京都宅地建物取引業協会品川区支部の協力により、
民間賃貸住宅をあっせんします。礼金などの転居時
の一時経費を助成します。
問高齢者地域支援課高齢者住宅担当☎5742－6735

●募集案内・申請書配布場所
11月1日㈫から、高齢者地域支援課（本庁舎3階）、地域
センター、シルバーセンター、在宅介護支援センター、
サービスコーナー
※大井林町高齢者住宅分は同住宅とさくら会（南大井5
－19－1）でも配布。
●受付期間
11月24日㈭～12月2日㈮午前9時～午後5時
※土・日曜日を除く（大井林町高齢者住宅は土・日曜日
も受け付け）。
受付場所／261会議室（第二庁舎6階）
※大井林町高齢者住宅申し込み分は同住宅でも受け付け。

共　　通

問い合わせ

高齢者住宅＝高齢者地域支援課高齢者住宅担当
☎5742－6735
大井林町高齢者住宅＝高齢者地域支援課高齢者住宅担当
☎5742－6735、大井林町高齢者住宅☎5495－7080

　高齢者住宅（単身用）
登録者数／／60人程度
申込資格／／次の全てにあ
てはまる方①区内に引き
続き2年以上住んでいる
②昭和27年4月1日以前
に生まれ、一人暮らし③
賃貸住宅に居住④立ち退
きの要求を受けているか、
保安・保健衛生上劣悪な
住宅に住んでいる⑤独立
して日常生活が営め、自
炊できる
応募方法／／申請書、申告書、現在の賃貸借契約書の写し、立ち退きの場合は立ち退きの確認書を本人
が直接持参

名称・所在地 規模など 家賃（他に共益費有）
八潮わかくさ荘（八潮5－10－27） 約29㎡全40戸 35,000～85,000円
東品川わかくさ荘（東品川3－1－5） 約29㎡全50戸 35,000～85,000円
大井倉田わかくさ荘（大井4－14－8） 約23㎡  全8戸 30,000～70,000円
カガミハイツ（二葉1－3－28） 約18㎡全11戸 25,000～67,000円
パレスガル（南品川4－5－4） 約20㎡全53戸 30,000～72,000円
メゾン琴秋（豊町6－30－4） 約20㎡全13戸 30,000～70,000円
グレースマンション（西大井4－12－11）約25㎡全12戸 30,000～70,000円
アツミマンション（二葉1－16－14） 約26㎡全10戸 30,000～72,000円
バンブーガーデン（豊町6－30－11） 約26㎡全13戸 30,000～75,000円
オーク中延（中延4－5－10） 約26㎡  全7戸 30,000～75,000円

　大井林町高齢者住宅（単身用）　

所在地／東大井4－9－1
登録者数・家賃（生活支援サービス費・共益費を含む）／単身用・風呂あり（1K約27㎡）＝約20人・
月額95,000円
※敷金（225,000円）が必要。　※所得に応じて家賃助成（上限25,600円）あり。
申込資格／／29年4月1日現在、次の全てにあてはまる方①区内に引き続き2年以上住んでいる②65歳以
上（現在一人暮らし）③賃貸住宅に1年以上居住④立ち退きの要求を受けているか、保安・保健衛生上
劣悪な住宅に住んでいるか、家賃の支払いが収入に比べて過重である⑤独立して日常生活が営める
応募方法／／申請書、申告書、住民票、現在の賃貸借契約書の写し、立ち退きの場合は立ち退きの確認
書を本人が直接持参

2タイプの高齢者住宅の補欠登録者を募集します。同時に両
方に申し込むことはできません。補欠登録期間（29年4月1
日～30年3月31日）に空き室が生じた時の補欠登録者です。

 人権尊重都市品川宣言23周年 人権週間 講演と映画のつどい
平和で心ゆたかな「人間尊重社会の実現」をめざして、人権尊重思想の普及啓発活動の一環として開催します。

問人権啓発課（☎3763－5391 Fax3768－5092）

12月8日㈭午後1時開演（午後0時30分開場）　　　　きゅりあん8階大ホール（大井町駅前）

●講演

「未来を拓
ひら

く 主役は私 
～円滑なコミュニケーション
で誰もが輝く社会に～」
講師／木場弘子（キャスター）
※手話通訳・要約筆記付き。

人1,100人（抽選）
申11月15日㈫（消印有効）までに、往復はがき（1枚2人まで）に「つどい」とし、参加人数、
代表者の住所・氏名（ふりがな）・電話番号、参加者の氏名（ふりがな）を、人権啓発課（〠
140－0013南大井3－7－10）へ　※結果発送は11月末（予定）。

品川区制
70周年記念

　●映画

日時 会場

●こころつながる映画祭
障害や障害のある人への理解を深めてもらうために開催する映画祭です。
日11月20日㈰午前9時30分開場

時間 内容
10:00～12:05 映画「きみはいい子」

13:00～14:00
基調講演「夢をあきらめない」
講師／高橋勇市（アテネパラリンピックマラソン金メ
ダリスト）

14:10～16:00 映画「エール！」
16:30～18:00 映画「パンク・シンドローム」

※上映時間は変更する場合があります。
人282人（先着）　場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ

●品川区障害者作品展　
日11月17日㈭～20日㈰午前10時30分～午後6時
場品川区民ギャラリー（大井町駅前イトーヨーカドー8階）
内障害のある方が創作した書道・絵画・手工芸などの展示

問障害者福祉課福祉改革担当（☎5742－6762 Fax3775－2000）

こころつながる映画祭＆障害者作品展

Ⓒ2015「母と暮せば」製作委員会

出演／吉永小百合、二宮和也　他　※字幕付き。
1948年8月9日、長崎。助産婦をして暮らす伸子（吉永小百合）の
前に、3年前に原爆で亡くしたはずの息子・浩二（二宮和也）がひょっ
こり現れる。ふたりで過ごす時間は特別なものだった。奇妙だった
けれど、喜びに満ちていた。その幸せは永遠に続くようにみえたが…。
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ウオームビズキャンペーン
区では､ 省エネルギー・節電対策を推進
しています。暖房器具に頼り過ぎず、重
ね着などの服装で、体感温度を調整しま
しょう。皆さんの家庭や事業所でも20℃
を目安に適正な暖房を心掛けるなど、身
近な省エネルギー活動に努め、環境にや
さしい冬を過ごしましょう。
日29年3月31日㈮まで
問環境課☎5742－6755

高年齢者向け「合同就職面接会」
年金など各種相談コーナーもあります。
日11月17日㈭午後1時～3時30分
（受け付けは午後0時30分～3時）
人おおむね55歳以上の就職希望者
持ち物／履歴書（写真貼付）、筆記用具
場申当日、直接きゅりあん（大井町駅前）へ
問サポしながわ☎5498－6357

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
受付期間 試験期日 資格

推
薦
12月2日㈮
まで

29年1月7日㈯
～9日㈷の
指定する1日 15～16歳

の方
一
般

1月6日㈮
まで 1月21日㈯

※年齢は29年4月1日現在。
問自衛隊五反田募集案内所☎3445－7747
防災課☎5742－6696

臨時職員（管理栄養士／栄養士）募集
勤務場所／品川・大井・荏原保健センター
勤務内容／乳幼児健診栄養相談業務、妊
婦・離乳食教室など
任用期間／29年4月から
勤務日数／月1～3日程度
午前8時45分～午後5時（休憩1時間含む）
※時間は事業により変動あり。
報酬／日給10,650円から
※交通費支給なし。　※社会保険なし。
人母子保健、公衆衛生に興味のある方
若干名（選考）
申11月30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　※履歴書は返却しません。
※12月15日㈭までに書類選考結果を通
知。面接あり。

男女共同参画推進講座「ひとの心
に寄り添う傾聴講座（初級）」
日12月6日㈫・13日㈫
午前10時～正午（全2回）
講師／別府明子（日本心理カウンセリン
グセンター所員）
人25人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん10人
場申11月15日㈫までに、電話かFAXで講
座名、住所、氏名、年齢、電話番号、託
児希望の方はお子さんの氏名・年齢を男
女共同参画センター（東大井5－18－1
きゅりあん3階☎5479－4104 Fax5479
－4111）へ

杉野学園公開講座
（秋期パートナーシップ講座）　　
日12月3日㈯午後2時～3時30分
場杉野服飾大学（上大崎4－6－19）
内カブキ者の時代―桃山時代の文学と芸
能―
講師／伊藤高広（杉野服飾大学講師）
人16歳以上の方100人（抽選）
申11月15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

ゆうゆうクッキング
～あったか簡単クッキング
日11月26日㈯午後2時～3時30分
人15人（先着）
￥500円
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
場申11月20日㈰までに、電話で平塚橋ゆ
うゆうプラザ（西中延1－2－8☎5498－
7021）へ　
問高齢者福祉課☎5742－6728

健康料理教室（糖尿病予防）
～糖尿病の予防は食生活の改善から！～
日11月20日㈰午前11時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内麦ごはん、ふんわり豆腐入りハンバー
グ、ヘルシーポテトサラダ　他
人69歳までの方30人（先着）
￥800円
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台
ふきん各1枚
運営／品川栄養士会
申11月16日㈬までに、電話で健康課健康
づくり係☎5742－6746へ

立正大学シンポジウム
アベノミクスと日本経済
日11月16日㈬午後6時30分～8時50分
講師／浅子和美（同大学経済学部教授）、
吉川洋（同大学経済学部教授）、池尾和人
（慶應義塾大学経済学部教授）
人600人（先着）
場申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、Eメールアドレス
を同大学経済学部（〠141－8602大崎4
－2－16）へ　
※立正大学ホームページ www.ris.
ac.jp/からも申し込めます。
問文化観光課生涯学習係

やさしい英会話教室
日12月8日～29年3月23日の木曜日
午後の部＝午後1時30分～3時30分
夜間の部＝午後6時30分～8時30分
（全14回）　※12月29日、1月5日を除く。
人中学校卒業以上の方各18人（抽選）
￥17,000円（受講料、テキスト代）
場申11月14日㈪（必着）までに、往復
はがきで教室名、希望の時間帯、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、昼間連
絡がとれる電話番号、在勤の方は勤務先
の名称・所在地・電話番号、外国人の方
は国籍を国際友好協会（〠140－0005
広町2－1－36第三庁舎4階☎5742－
6517 Fax5742－6518 www.sifa.
or.jp）へ　
※申し込みは1人1通。
※賛助金納付者優先。

ひとり親家庭のためのパソコン教室
（第5期）
日11月26日㈯、12月4日㈰・10日㈯
午前9時30分～午後4時30分（全3回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内ワード・エクセル・パワーポイントの基本
人区内在住か在勤で、全回出席できるひ
とり親家庭の親20人（抽選）
申11月11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家庭支援係
☎5742－6589

消費生活教室「おうちでおいしく楽
しくクリスマスパーティー料理」
日12月5日㈪午前10時～午後1時
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／田口道子（料理研究家）
人30人（先着）
託児／2歳～就学前のお子さん7人
￥1,000円（材料費）
申11月18日㈮までに、電話で消費者セン
ター☎5718－7181へ

就活力レベルアップセミナー「しっか
り把握！自分にあった仕事選び」
仕事に対する考え方を整理し企業・職種研
究の視点や情報収集法などを紹介します。
日11月16日㈬午前10時～正午
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／田沼妙子（キャリアカウンセラー）
人就職活動中の39歳までの方20人（先
着）
申電話で、商業・ものづくり課就業担当
☎5498－6352へ　

男女共同参画推進講座～おしゃべり
スクラップブッキング～
写真を貼り立てて飾る作品作りと、おしゃ
べりで息抜きしませんか。
日12月1日㈭午前10時～正午
講師／遠藤比登美（スクラップブッキン
グインストラクター）
人25人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人
￥1,000円（材料費）
場申電話かFAXで、講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号、託児希望の方はお子さ
んの氏名・年齢を男女共同参画センター
（東大井5－18－1きゅりあん3階☎5479
－4104 Fax5479－4111）へ

 中小企業パソコン教室 エクセル応用
日11月16日㈬～18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）　
人区内中小企業事業主か在勤者10人（先着）
￥1,500円（テキスト代）
申電話で、フォーティネットパソコンス
クール☎3842－6453（火～金曜日午前
10時～午後5時）へ
問商業・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

発達障害・思春期サポート事業
啓発講演会
日12月3日㈯午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内「こころの回復力『レジリエンス』を高
める子育て～発達に特性のある子が自分
らしくあるために～」
講師／藤野博（東京学芸大学教育学部教授）
人150人（先着）
￥500円（資料代）
申11月29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）

環境学習講座　
鉄道写真から見る自然と環境
四季をめぐる鉄道の自然風景や気象条件
が見せてくれる美しい世界を紹介します。
日12月4日㈰午後2時～4時　
講師／村上悠太（鉄道写真家）
人中学生以上の方30人（抽選）
場申11月16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。

公園で楽しむための愛犬しつけ教室
日程 時間・会場

11/19㈯
※雨天時は
11/26㈯

午前9時30分～11時30分
しながわ中央公園（区役所前）
午後1時30分～3時
東品川海上公園（東品川3－9）

11/20㈰
※雨天時は
11/27㈰

午前9時30分～11時30分
戸越公園（豊町2－1）
午後1時30分～3時30分
小山台公園（小山台2－2）

内警察犬訓練士によるアジリティー（障害
物）訓練、実技指導、質疑応答　他
人飼い主と飼い犬各20組（先着）
申午前9時～午後5時に、電話でしながわ
中央公園管理事務所☎5740－5037へ
問公園課☎5742－6789
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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

求　人

電子

品川区民活動情報サイト
しながわすまいるネットに登録しませんか

HPshinagawa-smile.net/
※区ホームページからもご覧いただけます。

問地域活動課協働推進係☎5742－6693

しながわ

すまいる
ネット

“しながわすまいるネット”は、文化・生涯学習・
スポーツなどの活動に参加したい方を対象とし
た、区内で活動している様々な団体の情報を
得られる情報サイトです。

登録できる団体／区内で活動する非営利団体など　※基準あり。

●操作講習会
日11月26日㈯
①午前10時～正午
②午後1時30分~3時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）
人すまいるネット登録団体
と登録検討中の方各20人
（先着)
申月・木曜日の午後1時～5
時に、電話でしながわすまい
るネット運営委員会☎3790
－2330へしながわすまいるネットに登録して、

情報発信しませんか
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小学生による清掃リサイクルポスター
展開催～優秀作品12点を掲示します
日11月15日㈫～30日㈬
午前9時～午後4時30分
※11月20日㈰・27日㈰を除く。
場問品川区清掃事務所（大崎1－14－1☎
3490－7098 Fax3490－7041）
※優秀作品は、シールにして直営収集車
両に貼り出し品川区内を走ります。

ホッケー教室参加者による
ミニゲーム大会を観戦しませんか！
2020年東京オリンピックのホッケー競技
会場予定地で開催します。
日11月12日㈯午前10時～正午頃
場大井ふ頭中央海浜公園第一球技場（八
潮4－1）
問オリンピック・パラリンピック準備課
☎5742－9109

オレンジカフェしなふく
～夜の番外編大井ん家
デイサービス施設を開放し、地域交流の
場をつくります。
日11月13日㈰午後3時～8時
内おでん販売、ビンゴゲーム大会　他
場参当日、直接大井在宅サービスセンター
（大井4－14－8☎5742－2721）へ

歯の健康ポスター展
コンクールに応募した区内小・中・義務
教育学校児童・生徒の作品を展示します。
日11月4日㈮～9日㈬午前9時～午後5時
※土・日曜日を除く。9日は午後3時まで。
場第二庁舎3階壁面、本庁舎・第二庁舎5
階連絡通路・7階連絡通路、中小企業セ
ンター1階（西品川1－28－3）
問学務課☎5742－6829

品川＆早川ふるさと交流
紅葉とそばまつり
日11月13日㈰午前10時～午後2時頃
場ヘルシー美里（山梨県早川町）
交通／身延駅からバス約50分、甲府南Ｉ
Ｃから約55km
内そば販売、ふるさと物産展、歌謡ショー、
品川区との交流親善大使委嘱式　他
問早川町振興課振興担当☎0556－45－
2516、地域活動課市町村交流担当☎
5742－6856

東品川文化センターまつり
“かもめ祭”
日11月12日㈯午前10時～午後5時
13日㈰午前10時～午後3時
内作品展示、ステージ発表、バドミント
ン体験、バザー、ポートレート撮影など
場問同センター
（東品川3－32－10☎3472－2941）

品川＆早川ふるさと交流「早川ファミ
リーキャンプ　冬の生きもの探検！」
日12月3日㈯～4日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里・コテージ（山
梨県・温泉）
人区内在住の親子7組20人程度
￥11,250円、5歳～小学生7,320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、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
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

第10回品川菜園秋の収穫祭
日11月15日㈫午前11時～無くなり次第終了
場品川菜園（旗の台3－5）
内菜園で収穫した野菜を使った豚汁無料
配布、自主製品販売　他
問西大井福祉園☎3777－0294

八潮紅葉祭
日11月5日㈯午前10時30分～午後2時30分
内「オレンジカフェぽっかぽか」開催、コ
ンサート（午後）
場問八潮在宅サービスセンター
（八潮5－10－27☎3790－0344）

第117回品川区合唱祭
区内で活動している合唱団体やサークル
が、日頃の練習の成果を発表します。
日11月20日㈰午前11時開演（午前10時
30分開場）
講評者／古橋富士雄（合唱指揮者）
場・観覧方法／当日、直接きゅりあん（大
井町駅前）へ
問文化観光課文化振興係

春光祭り
オリンピックメダリスト池谷幸雄さんが
来訪します。
日11月13日㈰午前10時～午後2時
内演芸披露、福祉ショップの出店、餅つき、
模擬店（フランクフルト他）
場問春光福祉会
（西大井2－4－4☎5743－6111）

イベント
●東京ウインドブラス・オーケス
トラ第5回記念コンサート　11月3
日㈷午後1時30分開演。当日、きゅり
あんへ。☎080－1101－1405湯元
●ボーイスカウト品川第二団バ
ザー　11月3日㈷午前11時～午後2
時（雨天決行）。当日、戸越八幡神社（戸
越2）へ。☎3492－0655三枝
●東日本大震災・熊本震災復興支
援チャリティーコンサート　夢舞
台　11月6日㈰午後1時開演。きゅり
あん。前売り2,000円・当日2,500円。
被災者招待あり。詳しくは、電話で
東京文化交流親善コミュニティー・
村川☎090－2749－9146へ
●不動産無料相談会　11月8日㈫
午前10時30分～午後4時30分。当
日、本庁舎3階ロビーへ。☎5480－
6421全日本不動産協会城南支部

●相続・遺言・登記・成年後見な
どなんでも相談会　11月12日㈯午
後1時～4時。武蔵小山商店街パル
ム会館（小山3）。40人。前日まで
に、品川成年後見センター☎5718－
7174へ
●ふれ愛の東急沿線ハーモニカコ
ンサート　11月19日㈯正午開演。当
日、荏原文化 へ。☎080－6529
－9601大井ハーモニーメイツ・野村
●ふれあい動物園とフリーマー
ケット　11月23日㈷午前10時～午
後3時。350円。当日、戸越公園（豊
町2）へ。☎090－8478－1914浅沼
（夜間）
●城南職業能力開発センター技能
祭　工作教室、苗木配布など。11月
23日㈷午前10時～午後3時。当日、
同センター（東品川3☎3472－3411）
へ

●家事家計講習会「家事力UPが
家計につながる」　11月18日㈮午前
10時～11時40分。きゅりあん。54人。
資料代400円。1歳以上託児あり（200
円。要予約）。電話で東京第四友の
会品川支部・清水☎080－5463－
6420へ

サークルなど
●西小山トリムクラブ　㈬午後7
時。荏原第六中。3カ月3,000円。（入）
1,000円。☎3716－8440松井
●あすなろ（コーラス）　㈬午前
9時50分。こみゅにてぃぷらざ八潮。
月2,250円。 ☎090－4595－6212
相田
●品川ギターアンサンブル（クラ
シックギター）　初心者・経験者歓
迎。㈯午後6時。こみゅにてぃぷらざ
八潮。月4,000円。（入）1,000円。☎
090－5337－7485小島

●大原トリムクラブ　㈪午後7時。
大原小。4カ月3,000円。☎3783－
2957塚田
●基礎の英語　第2・4㈯午後1時
30分。旗の台シルバー 。月2,000
円。（入）1,000円。☎3777－0746
猪狩（夜間）
●品川レッズ（還暦野球）　60歳
以上。㈬午後1時。天王洲グラウン
ド他。月1,500円。（入）1,000円。☎
090－4134－5355長濱
●玄貞会（篆

てん

刻
こく

）　第2・4㈬午後6
時30分。中小企業 。月3,000円。（入）
2,000円。☎3776－6220山田
●刻遊会（篆

てん

刻
こく

）　第2・4㈫午前
10時。ゆたかシルバー 。月2,000円。
☎3443－0890佐藤
●コール ブリアーン（合唱）　初
心者歓迎。第2・4㈭午後1時30分。
五反田文化 。月2,000円。☎3884
－9781長谷

●楡
にれ

の会（水彩画）　第2・4㈯午
前9時。五反田文化 。月3,000円。
☎080－1134－5326田崎
●きんぷく囲碁クラブ　初心者向
け。㈫㈮午後6時。中小企業 。月
1,000円。☎3425－2940竹田
●品川ブルーインパルス（還暦野
球）　㈫㈮午後1時。天王洲野球場。
月1,000円。☎090－6316－5628
イハナ
●S

シ ャ ー プ

HAP（ストレッチ＆ダンス
ムーブメント）　㈪午前10時。ウエ
ルカム 原。月2,000円。（入）500円。
☎050－5803－7879稲田
●若葉会（卓球）　㈮午後7時。伊
藤小。1回100円。☎3777－4285
河路
●J

ジ ュ ー ン

UNE（ストレッチ＆リズム体操）
60歳以上。㈪午後0時50分。ウェ
ルカム 原。月2,000円。（入）500
円。☎050－5803－7879稲田

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

●11日㈮～16日㈬／品川区私立幼稚園協
会 第60回幼児画展覧会
●19日㈯～23日㈷／第10回それぞれのカ
タチ（書道）
●25日㈮～30日㈬／キルト工房「バス
ケット」作品展（パッチワークキルト）
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。

　
●2日㈬～7日㈪／第9回2016年水彩クラ
ブ楡

にれ

の会展
●9日㈬～14日㈪／みずわ会第41回油絵
展
●17日㈭～20日㈰／品川区障害者作品
展（書道、絵画、手工芸）
●23日㈷～28日㈪／第45回千墨書道展
●30日㈬～12月5日㈪／第23回彩遊会
展（水彩、油彩）
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11月3日㈷午後1時～4時
内芋煮会、キノコおこわを食べる会、街の
アーティスト発表会、抹茶を楽しむ会など
場問戸越公園駅前南口商店会・山口
☎3783－1844

日11月6日㈰午前10時～午後3時
場後地小学校（小山2－4－6）
内模擬店、フリーマーケット、氷の彫刻、
大道芸、区内商店街のキャラクターとのふ
れあいタイムなど
問後地商店連合会・廣井
☎090－1997－9790

日11月12日㈯午後2時～4時
内「知っておきたい『手』の仕組み、『手外
科』のこと～手の痛み・不調の相談承りま
す～」
人120人（先着）
場申祝日を除く月～金曜日の午後1時～3
時に、電話で同病院（東五反田5－9－22
☎3448－6651）へ

●全国ねぎサミット2016 in TOKYO
日11月26日㈯午前11時～午後6時
27日㈰午前11時～午後8時30分
※27日は競馬開催日のため、未成年者は
保護者の同伴が必要。
内全国の特産ねぎ直売、物産展、観光PR
など　※「肉フェス」「東京トゥインクルマ
ルシェ」も同時開催。
●甲

かっちゅう

冑競馬「相馬野馬追」披露
国の重要無形民俗文化財「相馬野馬追」、
福島物産展などをお楽しみください。
日11月27日㈰午前11時開門
※20歳未満のみでの入場は不可。
──────共　　通───────
場問大井競馬場（勝島2－1－2☎3763－
2151）

日12月4日㈰午前10時～午後0時30分
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
講師／鳥山玲（日本画家）　他
人区内在住の6歳以上の親子10組（先着）
申電話で東京品川中央ロータリークラブ
☎3443－6000へ

日12月10日㈯午後2時～4時
内講演「脳卒中－治療とリハビリについて－」
講師／今泉陽一（昭和大学医学部脳神経
外科講師）、池﨑清信（五反田リハビリテー
ション病院院長補佐）
人100人（先着）
場参当日、T

ティーケーピー

KP L
ラ ズ

uz大森カンファレンス
センター5階（大田区大森北1－10－14）へ
問荏原病院地域医療連携室
☎5734－8000（内線1602）

日12月17日㈯午後1時30分～4時30分
場ホテルサンルート品川シーサイド（東品
川4－12－8）
人独身の方40人　※独身証明書が必要。
￥5,000円
申11月6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共済会交流会事
務局〈オーネット内〉（☎050－5817－
5544 Fax3700－5965）へ

NTT東日本関東病院
もしもし医学セミナー

28年度第2回東京都脳卒中医療
連携推進事業公開講座

品川区勤労者交流・マリッジサポート
クリスマススペシャルパーティー

Ｏ美術館  11月の催し 戸越公園南口秋の祭典 大井競馬場イベント

日本画親子ワークショップ

うしろじ祭り

区民ギャラリー  11月の催し

文化・イベント情報文化・イベント情報

催　し

陶　芸

シマムラヒカリ

日11月11日㈮・12日㈯ 
　午前10時～午後4時
場中小企業センター
　1階ロビー
　（西品川1－28－3）
問商業・ものづくり課
　☎5498－6335 

伝 統 工 芸 の 実 演



・外国人人口…………11,636
　　男………………… 5,653
　　女………………… 5,983

総人口…………… 382,572世帯…………………212,196

・日本人人口…………370,936
　　男…………………182,045
　　女…………………188,891

  人口と世帯（平成28年10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）

11/1
2019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11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
 　ドッジボールで世界を狙え！
Vegaes源氏前

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 サヘル・ローズの天晴！品川
人情詰め合わせブックカフェ

月  　しながわのチ・カ・ラ
メードイン品川物語PART4

火 三之助の笑顔いっぱい
アール・ブリュット

水
しながわほっと
インフォメーション
 　LIFE×LIBRARY 
2

語り継ぐ品川現
代史
焼け野原からの
復興（二）
工業のまち品川
の復活

品川歴史探訪
品川の農業～姿を消した農業
と品川蕪の復活

木 こんにちは！区長です
しながわの街づくりと都市計画

しながわのチ・カ・ラ
親子で受け継ぐ技と芸　

金 復活！しながわ探検隊 トビーが行く！
しながわ坂物語

しながわのチ・カ・ラ
メードイン品川物語
PART4

平成27年「メードイン品川」
に認定された区内4企業
の製品・技術を紹介。創
意工夫により生み出され
た未来を担う新技術に迫
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://mail.cous.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
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

● 商店街の「おススメ商品・サービス」決定！
● 年末の粗大ごみの収集のお知らせ

次号予告　11月11日号

相談名 相談員 内容 曜日
（祝日を除く） 時間 利用方法

区民相談 区民相談員 日常生活の中で起こる困りごと全般に
ついての相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00

※受付は16:30まで

時間内に直接お越しください
※電話でも相談できます
☎3777－2000犯罪被害者等相談 区民相談員 犯罪被害に遭った方やその家族の方の

相談

法律相談 弁護士
借地借家、相続、遺言、離婚・親権、
金銭貸借、労働などの法律全般にかか
わる相談

第1㈫ 18:00～20:30

相談日1週間前の午前9時から電話で
予約してください（先着）
☎3777－1111（代）
※予約受付開始日が祝日・年末年始
（12/29～1/3）の場合は、お問い合
わせください
※日曜開庁は行っていません

㈬

13:00～16:00

第2・4㈪

税金相談 税理士 相続税、贈与税、不動産取得税などの
税金全般にかかわる相談 第2・4㈫

不動産取引相談 宅地建物取引士 土地・建物の取り引き、賃貸借契約な
どの不動産取り引きに関する相談 第2・4㈮

司法書士相談 司法書士 不動産や会社などの登記、相続、成年
後見などの手続きに関する相談 第2㈭

行政書士相談 行政書士 各種許認可、相続、遺言、成年後見、
外国人などの手続きに関する相談 第1～4㈮

社会保険労務士相談 社会保険労務士 就業規則、解雇、賃金不払い、年金、
社会保険などに関する相談 第1㈮

人権身の上相談 人権擁護委員 暴力、いじめ、プライバシー侵害など
についての相談 第1・3㈫

国の行政相談 行政相談委員 国の行政機関などに対する要望、苦情
などについての相談 第1・3㈭ 13:00～16:00

※受付は15:00まで 時間内に直接お越しください

外国人生活相談 区で委嘱した
相談員

英語、中国語による外国人のための日
常生活全般に関する相談

英語　　㈫
中国語　㈭

9:00～17:00
※受付は16:30まで

時間内に直接お越しください
※電話でも相談できます
☎5742－6842

区民相談室では、区民相談員や専門相談員がそれぞれの相談に応じ、
問題解決に向け、助言やアドバイスを行っており、無料で利用できます。
一人で悩まずご相談ください。区内在住か在勤、在学の方が対象です。

広報広聴課区民相談室
（第三庁舎3階☎3777-2000）

問い合わせ

平成29年3月15日品川区は70周年を迎えます。
●「伝統工芸の実演」は7ページに掲載しています。

相 案談 内 ※祝日を
除きます

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


