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お釜の湯が煮える音を、茶道では浜辺の松林を吹き
抜ける「松風」の音に例えました。設立30年を迎えた
品川文化振興事業団が運営する「きゅりあん」の茶室。
茶釜からあがる音に耳をすませてみましょう。

新しい年は、除夜の鐘の音とともにやって来ます。
約60年の歳月を経て、昭和5（1930）年にスイス・ジュ
ネーヴ市から戻った品

ほん

川
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じ

の梵
ぼんしょう
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日には地域
の人たちの手によって、その妙音を響かせます。

五反田文化センターの音楽ホールは、音響
性能に優れた本格的なコンサートホールで
す。クラシックコンサートのほか、区内音楽
団体の発表の場として活用されています。

地中に埋めた甕
かめ

に水を落とし、その反響する音
を楽しむ水琴窟。品川歴史館の庭園にある水琴
窟は、建設中に敷地内から発見されたものです。
※庭園のみの利用は、観覧料は必要ありません。

オオタカなどの猛
もう

禽
きん

類も棲
す

む大井ふ頭中央海浜公園な
ぎさの森。森と干潟があるため多くの野鳥が飛来し、
さえずりを楽しむだけでなく、野鳥観察もできます。
※野鳥観察小屋が利用できるのは、土・日曜日、祝日の午前9時
30分～午後4時30分（4～9月は午後5時まで）。
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給与などの決定のしくみ

職員の構成（28年4月1日現在） 職員の手当の状況

全体の状況

職員の平均給与月額、初任給などの状況

人事行政の運営などの状況を公表します

　職員の給与は、特別区人事委員会が民間企業の給与実態を調査して行う勧告に基づ
き、区議会の審議を経て条例により決定されます。
　区長や区議会議員などの特別職の給料・報酬は、学識経験者などで構成される「品
川区特別職報酬等審議会」の答申を尊重して、条例で定められています。

住民基本台帳人口
（28年3月31日現在）歳出額［Ａ］

実質収支
（黒字額） 人件費［Ｂ］ 人件費率

［Ｂ／Ａ×100］
（参考）26年度
の人件費率

380,293人 144,013,842
千円

4,676,765
千円

24,742,740
千円 17.2％ 17.8％

※人件費とは、一般職員に支給される給与、区長や区議会議員など特別職に支給される給料、報
酬、諸手当のほか共済費（社会保険料の事業主負担分）などを含む経費の合計をいいます。

1 人件費（27年度普通会計決算）

1 平均年齢・平均給料月額・平均給与月額（28年4月1日現在）

2 職員給与費（27年度普通会計決算）

職員数［Ａ］
給与費 1人当たり給与費

［Ｂ／Ａ］給料 職員手当 期末・勤勉手当 計［Ｂ］

2,671人 8,903,303
千円

3,665,904
千円

3,969,930
千円

16,539,137
千円 6,192千円

※職員手当には退職手当を含みません。
※職員数は、27年4月1日現在の人数で、再任用短時間勤務職員を含みます。

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一 般 行 政 職 41.7歳 306,300円 457,033円
技 能 労 務 職 50.7歳 300,000円 425,272円
教 育 職 35.4歳 308,100円 407,973円
※給料とは給料表に定める額で、民間の基本給に相当するものです。
※給与とは給料と職員手当（期末・勤勉手当を除く）の合計をいいます。

2 初任給（28年4月1日現在）
区分 品川区 国

一般行政職 Ⅰ類（大学卒程度） 181,200円 総合職181,200円
一般職176,700円

Ⅲ類（高校卒程度） 144,600円 144,600円
技能労務職 135,200円 ―

※初任給・給料額は23区共通です。
※国の総合職・一般職とは国家公務員採用試験区分によるものです。

3 経験年数別・学歴別平均給料月額（28年4月1日現在）
区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
大学卒 271,838円 310,261円 361,327円
高校卒 247,200円 285,300円 307,960円

技能労務職 189,200円 291,600円 295,537円

手当名 内容 支給実績 支給職員1人当たり
平均支給年額

扶養手当 扶養親族のある職員に対する手当 138,896千円 185,939円
住居手当 職員の住居費の一部を補う手当 138,425千円 93,404円

通勤手当 通勤に要する経費を補助する手当
（6カ月定期券額を支給） 295,117千円 127,646円

管理職手当 管理または監督の地位にある職員に対し、
その職の特殊性に基づいて支給する手当 99,566千円 1,185,305円

初任給調整手当
採用による欠員補充が困難である専門的
知識を有する医師・歯科医師に対し、民間
における賃金較差を考慮した手当

3,944千円 1,314,800円

児童手当 支給要件に該当する児童を養育している
職員に対する手当 76,885千円 170,100円

教職員特別手当 幼稚園教諭等に対し、支給される手当 2,394千円 36,272円

28年 27年 対前年増減数
2,543人 2,549人 △ 6人

27年度取得者数
男 女 計
4人 68人 72人

分限処分 懲戒処分
降任 免職 休職 降給 戒告 減給 停職 免職
― ― 43人 ― ― 1人 1人 ―

採用区分
申込者数 受験者数 合格者数

27年度 26年度 対前年
増減数 27年度 26年度 対前年

増減数 27年度 26年度 対前年
増減数

Ⅰ類 14,719 18,278 △3,559 11,346 14,598 △3,252 2,338 2,252 86
Ⅰ類新方式 513 485 28 214 249 △35 76 96 △20
Ⅲ類 3,589 3,664 △75 2,778 2,996 △218 353 334 19

身体障害者 78 90 △12 60 66 △6 26 24 2

経
験
者

2級職 1,433 1,365 68 1,080 1,064 16 165 165 0
3級職

（主任主事Ⅰ） 870 940 △70 661 690 △29 53 60 △7

3級職
（主任主事Ⅱ） 614 662 △48 448 489 △41 13 9 4

合計 21,816 25,484 △3,668 16,587 20,152 △3,565 3,024 2,940 84

（単位：人）

　27年度の採用試験は、Ⅰ類〔事務、土木造園（土木）、土木造園（造園）、建築、機械、
電気、福祉、衛生監視（衛生）、衛生監視（化学）、保健師〕、Ⅲ類（事務）、身体障害者を
対象とする採用選考（事務）、経験者（民間企業等従事経験者）について実施しました。

　27年度の管理職選考は、23区・特別区人事厚生事務組合・特別区競馬組合・東京二十
三区清掃一部事務組合の合計で、受験者数558人、合格者数179人、合格率32.1％でした。

　採用者数149人のうち、区独自の採用として福祉（保育士）職を45人、育児休業代替
任期付職員を24人採用しました。
27年4月1日～28年3月31日

退職者数［A］
27年4月2日～28年4月1日

採用者数［B］ 増減［Ｂ－Ａ］

168人 149人 △ 19人

28年度
　区職員の給与の状況や勤務条件などを区民の皆さんに知ってもらい、その公平性と透明性を高
め、区政運営の状況について一層理解をいただけるよう「品川区人事行政の運営等の状況の公表
に関する条例」に基づき、そのあらましを公表します。
　詳しくは、区ホームページ、区政資料コーナー（第三庁舎3階）でご覧いただけます。

計2,543人

幼稚園教諭など　63人

技能労務職
282人

福祉職
（保育士など）
712人

税務職　80人

看護・保健師　67人
医師・医療技術職　30人

一般行政職（事務・技術職）
1,309人

※特別会計（国民健康保険事業
会計・後期高齢者医療特別会計・
介護保険特別会計）に従事する
職員91人を含みます。

区分 給料 地域手当 通勤手当 報酬 期末手当 退職手当

区長 1,146,000円
給料月額
×12％

6カ月定期
券額を支給 ―

〔27年度支給割合〕

 6 月期 1.60月分
12月期 1.60月分
 3 月期 0.25月分
　計 3.45月分

給料×在職年
×4.8
（在任期間ごと）

副区長 920,000円
給料×在職年
×3.4
（在任期間ごと）

議長
― ― ―

922,000円
―副議長 788,000円

議員 605,000円

　特別職の給料・議員の報酬月額などの支給状況です。

区分 品川区 国
1人当たり平均支給額 1,485千円 ―

支給割合
期末手当 2.60月分（1.45月分） 2.60月分（1.45月分）
勤勉手当 1.70月分（0.80月分） 1.60月分（0.75月分）

職務段階別加算 あり あり
※期末・勤勉手当の支給割合は23区共通です。
※支給割合は一般職員の割合です。（　）内は再任用職員に係る支給割合です。

　民間のボーナスに相当する手当です。
1 期末・勤勉手当（27年度実績）

1 採用試験

2 管理職選考

種別 研修件数 職員1人当たり研修時間 延べ受講者数
区研修 321件 14.02時間 7,452人

特別区職員研修所研修 82件 3.48時間 644人
合計 403件 17.50時間 8,096人

区分 27年度認定件数
公務災害 31件
通勤災害 3件

　研修には、各区が独自に行う区研修と、23区が共同で行う特別区職員研修所研修が
あります。また、目的や受講対象者別に様々な研修が行われています。

　27年度における職員の健康診断は、定期健康診断、事務機器等作業従事者健診、消
化器系検診など計13種について実施し、延べ受診者数は7,984人でした。

1 研修（27年度）

2 健康診断

3 公務災害補償の認定

1 職員の退職と採用

2 職員数（各年4月1日現在）

3 年次有給休暇の取得

4 育児休業の取得

5 分限処分、懲戒処分（27年度）

区分
品川区 国

普通退職 定年等退職 普通退職 定年等退職

支
給
率

勤続20年 18.50月分 25.50月分 20.445月分 25.55625月分
勤続25年 29.00月分 34.25月分 29.145月分 34.5825 月分
勤続35年 41.25月分 49.55月分 41.325月分 49.59 月分
最高限度 41.25月分 49.55月分 49.59 月分 49.59 月分

加算措置 定年前早期退職特例措置
（2～20％加算）

定年前早期退職特例措置
（3～45％加算）

1人当たり平均支給額 　3,821千円 20,134千円 ―
※普通退職とは自己都合などによる退職をいい、定年等退職とは定年（原則60歳）または勇退の勧めな
どによる退職をいいます。
※退職手当の1人当たり平均支給額は27年度退職者の平均額です。

　職員が退職した場合に支給される退職手当は、退職時の給料月額に、勤続年数や退
職事由に応じた一定の率を乗じて算出した額となります。

2 退職手当（28年4月1日現在）

　民間の賃金や物価が特に高い地域に勤務する職員に支給される手当です。

支給実績 1,892,810千円
支給職員1人当たり平均支給年額 683,819円

支給率 給料、扶養手当、管理職手当の合計額の20％
支給対象職員数 2,768人

3 地域手当（27年度実績）

支給実績 37,699千円
支給職員1人当たり平均支給年額 90,841円

職員全体に占める手当支給職員の割合 15.0％

手当名 特定危険現場業務手当、不規則勤務手当
防疫等業務手当、災害時業務手当、清掃業務手当

　著しく危険、不快、不健康そのほか特殊な勤務についたとき支給される手当です。
4 特殊勤務手当（27年度実績）

区分 27年度実績 26年度実績
支給実績 1,172,145千円 1,099,148千円

職員1人当たり平均支給年額 445千円 410千円

　正規の時間を超えて勤務した職員に支給される手当です。
5 時間外勤務手当

6 そのほかの手当（27年度実績）

問い合わせ　人事課人事係☎5742－6628、給与係☎5742－6633 Fax5742－6872

※訓練開始のサイレンが鳴ります。
訓練を実施する避難所／品川学園、御殿山小、台場小、城南小、浅間台小、城
南第二小、東海中、第一日野小、日野学園、第三日野小、第四日野小、芳水小、
三木小、大崎中、立会小、鮫浜小、浜川小、鈴ケ森小、浜川中、鈴ケ森中、山
中小、伊藤学園、大井第一小、ウェルカムセンター原、伊藤小、冨士見台中、後
地小、第二延山小、清水台小、京陽小、中延小、宮前小、荏原平塚学園、戸越
台中、上神明小、戸越小、杜松ホーム（旧杜松小）、豊葉の杜学園、旧荏原第四
中（朋優学院）、八潮学園　※避難所は町会・自治会ごとに指定しています。
問防災課啓発・支援係☎5742－6696

●女性弁護士による法律相談
時間／①午前9時30分～正午②午後1時30分～4時
場第2講習室　人各5人（先着）
申12月2日㈮までに、電話で男女共同参画センター☎5479－4104へ
●映画「もういちど」ＤＶＤ上映会
時間／午後1時30分～4時30分　※上映に先立ち、「小学生人権メッセージ」
と「中学生人権作文」の品川区代表作品を朗読します（手話通訳付き）。
出演／林家たい平、福崎那由他ほか　※字幕付き。
人400人（先着）　場 参当日、大ホールへ
問人権啓発課☎3763－5391
●人権擁護委員による人権身の上相談
時間／①午前10時～正午②午後1時～3時　場第2講習室　人各2人（先着）
申12月2日㈮までに、電話で広報広聴課区民相談室☎3777－2000へ

●家庭教育講演会「コミュニケーションが伝わらない仕組み」
時間／午前10時～正午
講師／藤﨑雄三（プロフェッショナルコーチ）　※手話通訳付き。
人430人（先着）
場 参当日、大ホールへ
問庶務課庶務係☎5742－6824

メイプルカルチャー講座

○その他にも、常設講座がたくさん。詳しくは www.shinagawa-culture.
or.jp/maple/で紹介しています。

場申メイプルセンター（西大井駅前☎3774－5050）
 八潮教室（八潮5－9－11☎5492－7305）

【フラワー】春の花束レッスン【趣味・教養】日本酒をもっと楽し
く身近に、脳トレとEQ【センスアップ】エンディングノートと整

理収納術、顔望診deお灸
きゅう

ケア【手工芸】フラパージュクリスタル～お花やスワロでデコ
パージュ、入園入学準備グッズを作ろう、柳川伝承まり、ちりめんで作る小さなお雛

ひな

さ
ま、布箱カルトナージュ、　バルーンでチョコっとしたスノーマン、ふくらまさない風
船で作る本物みたいなチョコ【ダンス・舞踊】大人からはじめるバレエ【健康・スポーツ】
姿勢美人の美容ストレッチ、痛み解消・ゆがみ改善エゴスキュー  【音楽】ボイストレー
ニング、ウクレレをはじめよう【商連コラボ】味

み

噌
そ

仕込み【八潮教室】歌う脳トレ

1月期生
募集中！

大きな地震の発生を想定し、同一の
時間帯に、40カ所の避難所で訓練を
実施します。

区内一斉防災訓練
12月3日㈯～5日㈪

午前9時30分～午後4時45分
（5日は午後3時まで）

荏原文化センター（中延1－9－15）

12
月
３
日
㈯

12
月
５
日
㈪

12
月
４
日
㈰

●小中学生人権標語・ポスター展
● 人権啓発パネル展（人権擁護
委員の活動紹介など）
● 人権をテーマにした複数の啓発
ブース

平均取得日数
27年 26年
15.1日 14.7日

新年から始まる
新規講座

品川区制70周年記念 人権尊重都市品川宣言23周年　   しながわ人権のひろば2016

特別職の報酬などの状況（28年4月1日現在）

職員の研修、福祉、利益保護

特別区人事委員会の業務

職員の任免、勤務条件など

12月11日㈰
午前10時～正午

レクリエーションホールの展示
日12月6日㈫～8日㈭午前9時30分～午後7時45分
（8日は午後6時まで）
●小中学生人権標語・ポスター展
●人権啓発パネル展（人権擁護委員の活動紹介など）
●人権をテーマにした複数の啓発ブース

きゅりあんイベントホール（大井町駅前）でも開催します

※支給対象職員数は、再任用短時間勤務職員を含みます。

問人権啓発課（☎3763－5391 Fax3768－5092）　※11月11日人権週間特集号でもお知らせしています。
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ファイル情報 
キッズクラブ

　冬季ジュニアゴルフ教室

　少年少女武道教室

コース 対象 日時（全8回） 費用 定員（抽選） 会場

ＪＡ
小・中学生

1/12～3/2の木曜日
17:00～18:00 各

16,800円 各6人

加藤農園
ゴルフリンクス
（大田区新蒲田3
－12－2）ＪＢ 1/13～3/3の金曜日

18:45～19:45
※費用は、貸しクラブ・ボール代込。
申12月14日㈬（必着）までに、往復はがきで教室名、コース（第2希望まで）、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、学校名、学年、ゴルフ経験の有無をスポーツ
協会へ

教室名 番号 日時 会場 費用
（保険料込）

空手道 ① 1/10～3/14の火曜日18:30～19:30（全10回）
総合体育館

2,800円

剣道
② 1/4～3/15の水曜日16:00～18:00（全11回）

各3,000円
③ 1/5～3/16の木曜日17:00～19:00（全11回） 戸越体育館

柔道
④ 1/5～3/16の木曜日18:30～19:30（全11回） 総合体育館
⑤ 1/4～3/15の水曜日18:30～19:30（全11回） 戸越体育館

人小・中学生若干名（抽選）
申12月19日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、番号、住所、氏名、電話番号、
学年を各会場へ
問スポーツ協会

　難病の方のための音楽療法

日12月15日㈭午後1時30分～3時30分
内音楽（合唱・合奏）を通して心身のリ
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30人（先着）
持ち物／飲み物
場申電話で荏原保健センター☎3788－
7016へ

　難病リハビリ教室と交流会

日12月19日㈪午後1時30分～4時
内作業療法士による体操・助言と交流会
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　

　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12月19日㈪正午～午後3時
場申当日、直接啓発展示室（第二庁舎3
階）へ
※塩分の測定を希望する方は汁物（みそ
汁など）をご持参ください。
運営／品川栄養士会
問健康課健康づくり係☎5742－6746

　 産後の不安を解消しリフレッシュ
しませんか～産後ケア（日帰り）

ホテルの一室を利用し、初めて出産した
お母さんの体調管理と子育ての不安に助
産師などが相談に応じます。
人区内在住で、申込日が産後60日以内
（当面90日以内）の初産の方　
※赤ちゃんは利用日までに健診を受けて
いること。医療行為の必要な方は利用で
きません。
利用時間／午前11時～午後3時
利用料／4,000円（ルームサービスでの
昼食付き）　※減免制度あり。
申電話で、荏原保健センター☎3788－
7013へ

　 産後の家事・育児支援のヘルパー
などの利用助成をご利用ください

心と体のケアに対応できる、区と提携し
た家事・育児支援のヘルパー利用に対し
て、サービス利用費の一部を助成します。
人区内在住で、生後6カ月になるまでの
乳児を育児中の母親
助成内容／1時間1,000円（上限10時間）
※利用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。
問子ども育成課児童相談係☎5742－6959

　母乳相談

日12月21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12月20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25組（先着）
場申12月2日㈮から、電話で荏原保健セ
ンター☎3788－7015へ

健康ガイド

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）

12月4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）

12月4日㈰

 浅野医院 大　井 6 －21－ 5 ☎3771－2692 
 鈴木歯科クリニック 大　井 1 － 7 － 6 ☎3778－4188
 戸越銀座歯科矯正歯科クリニック 平　塚 1 － 5 － 3  ☎5498－0011
 大井三ツ又上条接骨院 大　井 3 － 2 － 2 ☎3775－3166
 せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

12月3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

12月10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

応 急 診 療 所

※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6時～午後11時　土・日曜日、祝日／午前9時～午後11時

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

小

内 小
内 小

内 小

薬

小

内 小
薬

薬

歯
歯
骨
骨

〠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

〠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

健康的な食生活や介護予防を学びます。
教室名 日時（全10回） 会場 申込先

①
八潮

1月17日～3月21日の
火曜日10:00～12:00

八潮地域センター
（八潮5－10－27）

品川栄養士会
☎070－6657－6875（月
～金曜日9:00～17:00）

②
平塚橋

1月12日～3月16日の
木曜日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

1月13日～3月17日の
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（月～金曜
日10:00～17:00）

人区内在住で、会場に自力で来られる65歳以上の方①③各16人②12人（抽選）
￥各2,000円（材料費別）
申12月16日㈮までに、本人が電話で各申込先へ
問高齢者地域支援課☎5742－6733

シニアクラブ
　わくわくクッキング参加者募集

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

飲食の機会が増える年末年始。
楽しいイベントは健康な身体
があってこそ。健診で健康状
態を確認しましょう。結果をも
とに生活習慣を見直すことで
生活習慣病を予防でき、医療
費も抑制できます。

品川区国保基本健診
受診はお早目に

　受診方法
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。受診券
が見当たらない場合は再発行も可能です。
※国保基本健診は無料で受診できます。
※土曜・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

例年、年末は交通事故が多くな
ります。交通ルールの遵守と正し
い交通マナーを実践し、交通事
故防止に努めましょう。

①子どもと高齢者の交通事故防止
②自転車の安全利用の推進
③飲酒運転の根絶
④二輪車の交通事故防止
⑤違法駐車対策の推進

問土木管理課交通安全係☎5742－6615

重点

T O ペK ャ通 ンO キ交 ーY ン安 全

12月1日㈭～7日㈬
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12月の区議会
オリンピック・パラリンピック推進特別
委員会／1日㈭午前10時
議会運営委員会／6日㈫午前10時30分
本会議／7日㈬午後1時
※傍聴券は、開会の1時間前から配付しま
す。なお、傍聴席には限りがあります。
問区議会事務局☎5742－6809

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1月11日㈬・17日㈫午後1時～3時30
分、23日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日1月26日㈭午後1時～4時
●DV（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日1月6日㈮・20日㈮・27日㈮午後1時～
4時、13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。
○カウンセリング電話相談
日1月5日㈭・12日㈭・19日㈭
午前10時～午後3時30分
相談電話／5479－4105

高年齢者の就職は「サポしながわ」へ
「サポしながわ」は、おおむね55歳以上
の求職者のための無料職業紹介・相談窓
口です。求職登録し、多くの方が再就職
しています。
※求職の登録を希望の方は、写真を貼っ
た履歴書をお持ちください。
場問サポしながわ（西品川1－28－3中小
企業センター1階☎5498－6357＜土・
日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時＞）

4月からの認可保育園・地域型保育事業
の利用申し込みを受け付けています
人・申込期限／
● 28年11月30日までに生まれたお子さん
＝12月22日㈭　
● 28年12月1日～29年2月3日に生まれた
お子さん＝2月6日㈪　
申込書など配布場所／保育課入園相談係
（第二庁舎7階）、認可保育園
申申込書と必要書類を保育課入園相談係
か希望する園のうち最上位の既存の認可
保育園へ持参
●4月1日開設予定の認可保育園
基本開園時間／午前7時30分～午後6時
30分　※延長夜間保育あり。
名称（仮称） 所在地 対象・定員

青物横丁えほん
保育園（私立）　 

東品川4－8－8
2階

0～5歳児
80人

えがおの森保育
園・かつしま（私
立） 　

勝島1－6－32 1～5歳児
73人

大空と大地のなー
さりぃ東五反田園
（私立）

東五反田4－7－
20

0～5歳児
108人

キッズガーデン北
品川（私立）　 北品川6－7 0～5歳児

90人

キッズガーデン南
大井（私立）

南大井6－26－
2大森ベルポー
トB館1階

0～5歳児
90人

このえ中延保育園
（私立） 中延6－1－19 0～5歳児

70人
西大井えほん保
育園（私立） 西大井6－7－1 0～5歳児

80人
ひがしおおいさく
らさくほいくえん
（私立）

東大井2－11 0～5歳児
64人

まなびの森保育
園西大井（私立）
＊1

西大井1－4
（西大井広場公
園内）

0～5歳児
100人

ひがしやつやま保
育園（区立民営）
＊2

北品川1－16－4 1～5歳児60人

問保育課入園相談係
（第二庁舎7階☎5742－6725）

区立の小・中・義務教育学校の入学
予定者へ就学指定通知書を送ります
29年4月に入学するお子さんに、就学す
る学校を指定し、入学説明会などの案内
を記載した「就学指定通知書（はがき）」
を12月9日㈮に発送します。なお、現在
義務教育学校在籍の方で、7年生にその
まま進級する方には送付しません。また、
次に該当する方は、学務課までご連絡く
ださい。
○国・公・私立学校などに入学する方
○通知書の住所・氏名・生年月日・保護
者名などに誤りのある方
○転居・転出の予定のある方
●外国籍の方の入学手続き
外国籍で区立学校へ入学を希望する方や
29年3月に小学校を卒業予定で、区立中
学校・義務教育学校へ入学を希望し、入
学の手続きを行っていない方は早めに学
務課で手続きをしてください。
問学務課学事係
（第二庁舎7階☎5742－6828）

夜間人権ホットライン
差別や虐待などの人権問題などについて、
弁護士による法律相談を電話でお受けし
ます。お気軽にご相談ください。個人の
秘密は厳守します。
日12月8日㈭午後5時～8時　
※1人10分程度。
相談電話／☎5824－9620・9621
問東京都人権啓発センター☎3871－0212
品川区人権啓発課☎3763－5391

消費者団体新規募集
継続的に消費生活などの学習や交流活動
を行っている10人以上の団体は、消費者
団体として登録することができます。登
録団体になると会議室・啓発展示室の使
用や講師派遣の際の助成金を受けること
ができます。登録要件など、詳しくはお
問い合わせください。
問消費者センター☎5718－7181

臨時福祉給付金の申請はお済みですか
申請は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 Fax5742－6797）

介護者教室「消費者被害について」
日12月17日㈯午後1時～3時
場大崎在宅サービスセンター（大崎2－11－1）
講師／坂本敬子（品川区消費生活相談員）
人20人程度（先着）
申12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

「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
別配送を行っています。
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

お知らせ！

レッツ スポーツ
　 荏原A地区地域スポーツクラブ設立周知イベン
ト！！～スポーツいろいろ体験会～

どなたでも、いろいろなスポーツや文化活動を楽しめ
ます。
日12月18日㈰午前10時～午後3時  
※途中入退場自由。
内トランポリン、キンボールスポーツ、バドミントン、
卓球、健康体操、折り紙教室、体力測定　他
￥100円　※小学生未満は保護者同伴。
場参当日、運動のできる服装で上履き、タオル、飲み
物を持って直接戸越体育館へ
運営／品川区スポーツ推進委員会、荏原A地区地域ス
ポーツクラブ設立準備会
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　総合体育館トレーニング室
　天皇誕生日特別プログラム
日程 時間 種目

12/23㈷
9:30～10:30 ヨーガ入門

10:45～11:45 やさしいエアロ＆筋トレ＊

人16歳以上の方各20人（先着）
￥1種目400円
場参当日、運動できる服、タオル、
飲み物を持って総合体育館へ

　空手道教室
日1月10日～3月28日の火曜日午後7時30分～8時30
分（全11回）　※3月21日を除く。
場総合体育館　人16歳以上の方若干名（抽選）
￥6,250円（保険料込）
申12月19日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ

　ラージボール卓球教室
日1月11日～2月8日の水曜日
午前9時30分～11時30分（全5回）
場総合体育館　人30人（抽選）
￥2,500円（ボール代・保険料込）
申12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

　冬季ゴルフ教室

コース 対象 日時
（1回1時間・全8回） 費用 定員 会場

Ａ

初心者
初級者

1/8～3/26 日 19:40

各
19,000
円

各10人
（抽選）

馬込ゴルフガーデン
（大田区北馬込1－
30－4）

Ｂ 1/9～3/27 月 13:00Ｃ 14:10
D 1/10～3/28 火 17:30E 19:00
F 1/12～3/30 木 13:00G 14:10
H
初心者
初級者
中級者

1/16～3/13 月 16:30

各6人
（抽選）

加藤農園ゴルフリン
クス（大田区新蒲田
3－12－2）

I 19:00
J 1/17～3/7 火 14:30

K 1/14～3/4 土 11:45 20,000円
※費用は貸しクラブ・ボール代込。　
※最少催行人数は、Ａ～G各5人。
申12月14日㈬（必着）までに、往復はがきで教室名、コース（第3希望
まで）、住所、氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ

　水泳教室1～3月

教室名 コース 対象 曜 時間 回数
参加費

人数
（抽選） 会場

エンジョイ ＴＵ＊ 16～70歳
女性

水

9:30～11:00

各12回
各

9,000円

6人 戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23）シニア健康 ＴW＊ 60歳以上 13:30～15:00

各
10人

夜間成人 ＳＱ 16～65歳 19:30～21:00 品川学園温水プール
（北品川3－9－30）

ゆうゆう健康 ＨU＊
50歳以上

木 13:30～15:00 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

健康水泳 ＹW 金 11:30～13:00 13回
9,750円

八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

サンデーアクア Ｐ2 16～65歳 日 18:30～19:30 10回
7,500円

日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

￥参加費のほか年間登録費1,000円（保険料込）　主催／品川区水泳連盟
申12月10日㈯（必着）までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名、年齢、電話番号、
泳力（クロールで何m）をスポーツ協会へ　
※学校在籍者以外の方には後日、健康診断などの結果票を確認させていただきます。　
＊TU、TW、HUは水中運動を含む。

着）

タオル、

＊1　 まなびの森保育園西大井の開設期間は、
開設から10年間（予定）となります。

＊2　 ひがしやつやま保育園の開設期間は、開
設から5年間（予定）となります。

＊の種目は、上履きが必要です。

〔地域振興基金〕1,150,000円（9・10月分）
三和テッキ＝1,000,000円
中尾誠利＝20,000円　他
〔ふるさと納税〕70,000円（9・10月分）
中尾誠利＝30,000円
松島億＝30,000円　他

ご寄付を
ありがとうございました

（敬称略・順不同） 理美容鋏
はさみ

製造

昭和34年入門
新保 欽二

日12月9日㈮・10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
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医療従事者の届け出をお忘れなく
医療法などの規定に基づき、12月31日現在
の勤務などについて届け出をしてください。
届け出先／①医師・歯科医師・薬剤師（全
ての方）＝住所地か就業地を管轄する保
健所
②保健師・助産師・看護師・准看護師・
歯科衛生士・歯科技工士（業務に従事し
ている方）＝就業地を管轄する保健所
提出期限／1月16日㈪
届け出用紙配布場所・問生活衛生課医薬
環境衛生担当（本庁舎7階☎5742－9137）

図書館　障害者週間
日12月28日㈬まで
図書館 テーマ
二　葉 支えあい共に育む
荏　原 バリアフリーってなんだろう？
南大井 不便を感じる人のいない社会へ
源氏前 つながるひとの「わ」やさしい「わ」
ゆたか いっしょに歩もう
大　井 障害について知ろう
五反田 知っていますか？社会福祉
大　崎 だれにでもやさしい
八　潮 ～大活字本～図書館からの発掘
※品川図書館は空調改修工事のため実施しませ
ん。4階休憩コーナーでミニ展示を行います。

問品川図書館☎3471－4667

『品川区史2014』関連講座「品川の歴
史をふりかえる̶東海道と海辺の風景」
日1月21日㈯午後2時～4時
講師／柘植信行（品川歴史館専門委員）
人16歳以上の方100人（抽選）
場申12月16日㈮（必着）までに、往復は
がき（1人1枚）に ｢区史関連講座｣ とし、
住所、氏名、年齢、電話番号を品川歴史
館（〠140－0014大井6－11－1☎3777
－4060）へ

やしお演芸座　落語会
全国規模の社会人落語コンテストで優勝・
準優勝経験のある実力者がそろう「たぬ
き連」による高座をお楽しみください。
日1月7日㈯午後2時～4時
場八潮地域センター（八潮5－10－27）
人80人（先着）
申12月5日㈪午前10時から、電話か直接
八潮図書館（八潮5－10－27☎3799－
1414）へ

品川＆山北ふれあい交流「親子で
どんど焼き体験」参加者募集
日1月14日㈯午後3時～15日㈰午前10時頃
※現地集合・解散。
場神奈川県山北町「ひだまりの里」
宿泊／丹沢荘
人区内在住か在勤の親子10人（先着）
※大人だけの参加も可。
￥6,000円、小学生4,000円、幼児2,500円
（1泊2食付き宿泊費・プログラム参加費込）
申12月15日㈭（必着）までに、はがきか
FAXに「どんど焼き」とし、参加者全員
の住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号を地域活動課市町村交流担当（〠
140－8715品川区役所☎5742－6856  
Fax5742－6877）へ
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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

　●お知らせ

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

講座・講演

催　し

火は小さいうちの消火が肝心です。いざという時のために十分な消火能力を持つ
消火器を備えましょう。
種類 薬剤重量 あっせん価格
購入 粉末消火器5型（国家検定品） 1.5㎏ 4,600円

薬剤
詰め替え

粉末薬剤 1～3.5㎏ 3,300～6,200円
強化液薬剤 3～4ℓ 5,400～6,200円
中性強化液薬剤 2ℓ 6,200円

※耐用年数（おおむね10年）・標準使用期限を経過した消火器は詰め替えできません。
※詰め替え目安は製造からおおよそ5年です。　※購入できるのは5型だけです。

家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん

申電話かはがき、FAXに「消火器購入」か「消火器詰め替え」とし、住所、氏名、
電話番号（昼間連絡のとれる）、希望本数、古い消火器の処分希望の有無と本数
を防災課（〠140－8715品川区役所☎5742－6696 Fax3777－1181）へ
○区ホームページから電子申請もできます。
※購入・詰め替えの申し込みと同時の場合に限り、古い消火器を1本1,100円（消
火器リサイクルシール貼付のものは600円）で引き取ります。

配達時には、区指定業者が購入者本人の申込はがき、FAX・電話・電子申請受
付票に防災課の収受印を押印したものを必ず持参します。区・消防署では訪問販
売や電話での勧誘は一切していません。あっせんに便乗した悪質な業者には十分
ご注意ください。不審な訪問や電話がありましたら、防災課までご連絡ください。

区指定業者 所在地 電話番号
神谷商会＊ 西品川1－28－25 3783－4882
後藤商会＊ 南大井4－18－18 3762－0376
前出工機＊ 東五反田3－17－5 3449－1581
和田商会＊ 二葉2－8－13 3782－1885
アサヤマ 東五反田1－7－6 3443－6191
竹内商会 西大井2－17－10 3772－7913
東日工業 西五反田2－24－9 3494－8936
＊あっせん対象の消火器を店頭で直接購入できます。あっ
せん価格（4,600円）で購入するには、印鑑（スタンプ印不可）
が必要です。

  申し込み・配達

申込日 配達日
1日～25日 翌月中旬
26日～月末 翌々月中旬
※3月は10日締め切り・月末ま
でに配達。
※配送日は事前に区指定業者
から連絡あり。

　①読者モニター
人区内在住の方20人程度（選考）　内広報しながわについてのアンケート回答

　②子育てに関する記事の協力
人区内在住で子育て中の方10人程度（選考）
内子育て支援特集号のアンケート回答、掲載用写真の提供

申12月16日㈮（必着）までに、はがきかFAXで番号、住所、氏名、年齢、
性別、電話・FAX番号、②はお子さんの年齢・性別を広報広聴課（〠140
－8715品川区役所☎5742－6644 Fax5742－6870）へ　
※初めての方優先。　※謝礼あり。

広報しながわの読者モニター・広報しながわの読者モニター・
子育て支援特集号などの協力者募集子育て支援特集号などの協力者募集
広報しながわの読者モニター・
子育て支援特集号などの協力者募集

広報しながわ（広報紙）
に対する意見を
お寄せください

共　

通

人区内在住で60歳以上の方
※過去2年以内に金賞を受賞した方は展示だけで、賞の対象にはなりません。
募集部門・規定／①絵画（25号以内）　②書道（縦2ｍ×横1ｍ以内）③民芸工芸（縦・
横・高さ各1ｍ以内）④写真（半切まで、組み写真は四つ切り3枚まで）⑤俳句・短
歌（短冊か色紙を使用）
※全部門を通じて1人1点。　※作品は1年以内に制作した未発表のもの。
作品搬入日時／1月13日㈮午前11時～午後1時
展示期間／1月14日㈯～17日㈫
場O美術館（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階）
応募用紙配布場所／高齢者地域支援課（本庁舎3階）、
シルバーセンター、ゆうゆうプラザ、地域センター、
文化センター、体育館、メイプルセンター（西大井駅
前）、Ｏ美術館、図書館
申12月16日㈮（必着）までに、応募用紙を高齢者地
域支援課介護予防推進係（〠140－8715品川区役所
☎5742－6733）へ郵送か持参

高齢者作品展作品募集 ～あなたの作品を美術館で～

悪質業者に注意

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

shinagawa-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
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イベント
●健康・生きがいフェスタ2016
－人生は二幕目がおもしろい－　
講演・講座・活動紹介など。12月10
日㈯午前11時～午後8時。当日、きゅ
りあんへ。☎090－9642－0404健
康生きがいづくり品川協議会・松田
●第28回クラシックファンタ
ジー「異国へのあこがれ」　12月
11日㈰午後2時開演。きゅりあん。
2,500円、前売り2,000円。☎3450
－7029品川クラシック音楽協会・原
●品川童謡の会クリスマスの集い
ピアノ演奏で合唱。12月23日㈷午後
1時開演。500円。当日、スクエア荏
原へ。☎3444－7617山内
●祝区制70周年 第10回第9を歌
おう！in きゅりあん　12月23日㈷
午後2時開演。1,500円、前売り1,200
円、高校生以下半額。☎3762－
6403しながわ第9実行委員会・松元

●五士業（司法書士・土地家屋調
査士・税理士・行政書士・社会保
険労務士）による無料相談会　12
月18日㈰午前10時～午後4時。当
日、区民相談室（第三庁舎3階）へ。
☎3458－4175東京司法書士会品
川支部
●小山台吹奏楽団ウインターコン
サート’17　1月14日㈯午後2時開
演。約350人（先着）。当日、スクエ
ア荏原へ。☎3783－9045金澤
●第28回東京総合健保ミニマラ
ソン大会　3月5日㈰午前8時30
分～午後3時。大井陸上競技場。
5km、10km。1,500円。1月31日
㈫までに、電話で東振協事務局☎
3626－7504へ

サークルなど
●上神明体操クラブ　㈭午後7時。
上神明小。月1,000円。（入）1,000円。
☎3781－1595太田

●浜川トリムクラブ　㈫午後7時。
浜川小。月1,000円。（入）1,000円。
☎3768－7288榎本
●SDサークル（社交ダンス）　初
心者歓迎。第1～3㈪午後1時。五反
田文化 。月3,000円。（入）1,000円。
☎3786－6346今井
●一日野太極拳クラブ　㈮午後7
時。第一日野小。1回400円。（入）1,000
円。☎3490－1678阿川
●品川混声合唱団　第1・3㈭午
後7時、第1・3㈰午後1時。大井
第一小。月4,000円。（入）1,000円。
☎3298－0747木村
●棋友会（将棋）　月2・3回。荏原
第五 。1回100円。☎070－5574
－8467井下田
●木曜会（カラオケ）　㈭午前9時
30分。南大井シルバー 。月1,000円。
（入）1,000円。☎3766－9781吉川
（午後6時～8時30分）

●旗の台麻
まーじゃん

雀倶
く

楽
ら

部
ぶ

　初心者向け、
60歳以上。月2回㈰午前9時。旗の
台シルバー 。1回500円。☎3782
－3757島崎
●太極拳うみなり　㈫午後7時。
東品川文化 。月2,500円。（入）1,000
円。☎3790－5874古江
●ほのぼの川柳会　第1・3㈬午後
2時。旗の台文化 。月500円。☎
5434－1545久保田
●スポーツクラブ楓（体操、スト
レッチ、卓球）　女性限定。㈫午後
2時。荏原区民 。2カ月3,000円。（入）
1,000円。☎3782－0948安富
●つくつくどうし（ビリヤード）　
㈪午前10時。ミスタースポーツマン
（二葉4）。1回1,000円。月200円。☎
090－2228－9054平岡
●パソコン広場（パソコン勉強会）
60歳以上。㈪午前9時。荏原第五
。月2,000円。（入）500円。☎

3772－4936亀山

●サークルきもの（着付け）　月2
回㈮午前9時45分。大井第二 。
月1,000円。 ☎045－432－0602
大澤
●ゆうゆう会（カラオケ）　第2・4
㈯正午。こすもす保育園（南品川1）。
月2,000円。（入）1,000円。☎6312
－5632宮崎
●品川書道倶楽部　初心者歓迎。
第1㈫午前10時。スクエア荏原。
月3,000円。☎090－8642－3963
日野
●きらく会（一楽庵太極拳）　㈭午
後1時。荏原区民 。月2,500円。
☎3471－2949岡田
●大井第一地区ソフトボール協会
㈰午前9時。大井競馬場グラウンド。
月500円。☎3765－4866大口
●品川囲碁愛好会　第1・3・4㈯
午後1時。南部労政会館（大崎1）。
年 男性5,000円、女性2,000円。☎
090－1817－6936小野

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

●12月3日㈯～7日㈬／第12回MOA美術館
品川区児童作品展（絵画）　●12月9日㈮～
21日㈬／新進芸術家選抜展「F

フ ァ ウ ス

AUSS2016」
（絵画、版画、彫刻、書）　●1月7日㈯～11
日㈬／第19回書鏡桂会書展（書道）
●1月14日㈯～17日㈫／品川区高齢者作
品展（絵画、書道、民芸・工芸、写真、俳
句・短歌）　●1月20日㈮～25日㈬／水彩
画グループ耀 第14回展　●1月20日㈮～
25日㈬／美の匠展（工芸、立体）　●1月
27日㈮～2月1日㈬、2月3日㈮～8日㈬／
坂井市の美術・文化展
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。

　
●12月8日㈭～12日㈪／パッチワークキ
ルト作品展
●12月15日㈭～19日㈪／第17回書法会
玉真展（書道）
●12月21日㈬～26日㈪／2016クリスマ
ス・年忘れ展（絵画、立体、写真）
●1月11日㈬～16日㈪／田口碩子第三回
傘寿記念油絵個展
●1月25日㈬～30日㈪／第15回彩楓会水
彩画展
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。

Ｏ美術館  12月・1月の催し 区民ギャラリー  12月・1月の催し

文化・イベント情報

　　平成29年度　 非常勤職員などの採用候補者を募集します
職種 応募資格 勤務場所 勤務日数 報酬額等

①教育心理相談員

大卒以上で心理
学、発達障害、関
連学科を履修し、
教育相談や心理
判定に関して専門
的技能を持つ方

区立学校
教育総合支援センター

週3日 月170,600円～178,700円

月16日 月210,000円～220,000円

②スクール
ソーシャルワーカー

社会福祉士か精
神保健福祉士の
資格を持つ方

教育総合支援センター 月16日 月240,000円

募集人数／各若干名
勤務時間／午前8時30分～午後5時15分
選考方法／書類選考、面接 
※面接日は12月19日㈪～26日㈪を予定。書類選考通過者には面接日
時を12月16日㈮に電話連絡。
※社会保険、有給休暇あり。交通費別途支給。報酬額は28年10月現在。 
提出書類／履歴書、①はアンケート（様式は区ホームページよりダウ
ンロードすること）   
申込方法／12月15日㈭（必着）までに、履歴書の備考欄と封筒の表に
希望職種を記入し、教育総合支援センター教育事務係（〠141－0031
西五反田6－5－1☎3490－2005）へ郵送 

●ノロウイルスって？
ノロウイルスは消毒用アルコールや熱に強いウイルスです。感染力が非常に強く、
ごく少量（数個から100個程度）のウイルスでも口から体内に入ることで感染し
ます。感染してから1～2日でおう吐、下痢、腹痛、発熱などの症状を起こします。
●どうやって感染するの？
ノロウイルス食中毒の原因食品はカキなどの貝類に加え、生ものや加熱が不十分
な加工食品です。その他に、ウイルスが付いた手・調理器具で汚染された食品が
あります。感染者のおう吐物やふん便を介して人から人へ感染し、汚物に直接触
れなくても、乾燥した汚物から空気中に漂い出たウイルスを吸い込んで感染する
ことがあるので、汚物の処理は特に注意が必要です。
●ノロウイルスの予防のポイント

●食中毒かな？と思ったら…
おう吐や下痢が続いた場合は脱水症状に注意し、水分を十分に補給しましょう。
また、食中毒の初期症状（おう吐、下痢、発熱など）は食中毒特有のものではな
いので、自分で判断するのは危険です。症状がひどい時には速やかに医療機関を
受診しましょう。

食中毒は年間を通じて発生していますが、気温が下がり乾燥す
る冬場は、ノロウイルスによる食中毒が猛威を振るう傾向にあ
ります。予防のポイントを押さえ、冬場も元気に過ごしましょう。
問生活衛生課☎5742－9139

住民税や国民健康保険料・後期高齢者医療保
険料・介護保険料の支払い、相談などのため
特別窓口を開設します。納税・課税証明書の
発行、国民健康保険資格取得・喪失・変更届
けなどもあわせて行います。

場問税務課（本庁舎4階☎5742－6671）
国保医療年金課（本庁舎4階☎5742－6679）
高齢者福祉課（本庁舎3階☎5742－6681）

特別窓口を
開設します

12月4日㈰ 
午前8時30分～午後5時

オール東京滞納STOP強化月間
　住民税、固定資産税、自動車税などの納め忘れはありませんか。
　都と区市町村は、12月を「オール東京滞納STOP強化月間」と位置づけ、連携し
た広報や催告による納税推進、差し押さえや捜索などの滞納処分
など、多様な徴収対策に取り組みます。

問税務課納税相談担当☎5742－6671～3
品川都税事務所徴収課☎3774－6666内線2510

□ 加熱
食品は中心部まで85～90度で1分
以上、火を通して食べましょう。

□ 消毒
おう吐物やふん便が床・衣服など
に付着したときには、速やかに拭き
取ったうえで消毒しましょう。処理
を行う時はマスクとプラスチック手
袋を着用し、直接触らないようにし
ましょう。消毒には次亜塩素酸ナト
リウム（塩素系漂白剤）が有効です。

□ 手洗い
調理の前後、トイレやおむつ交換の
後、食事の前などしっかりと手を洗
いましょう。石けんの泡立てを終え
た後、流水でのすすぎは20秒を目
安にじっくり行いましょう。

手洗い前のチェックポイント

●爪は短く切っていますか？
●時計や指輪を外していますか？

冬こそ注意！食中毒

などの滞納処分

生の肉や内臓には、カンピロバクターなどの食中毒菌が付着していることがあり、
十分に加熱しないで食べると食中毒が発生する可能性があります。

食肉の生食による食中毒が増えています！



・外国人人口…………11,707
　　男………………… 5,689
　　女………………… 6,018

総人口…………… 382,736世帯…………………212,287

・日本人人口…………371,029
　　男…………………182,079
　　女…………………188,950

  人口と世帯（平成28年11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）

12/1
2023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12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
 　手話で楽しむ能狂言

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 サヘル・ローズの天晴！品川
 　アール・ブリュット展 

月 しながわのチ・カ・ラ
 　品川道

火
品川歴史探訪
品川用水を辿る
～品川の農業を支えた水～

水
語り継ぐ品川現
代史（七）
 　品川区の都市
再開発

しながわほっと
インフォメー
ション
 　しながわ防災
体験館

トビーが行く！
しながわミュージシャンに会い
たい！

木 簡単、お得！みんなで受けよう
国保基本健診（前・後編）

三之助の笑顔いっぱい
歌って踊って強くなる！カポ
エイラ　

金 復活！しながわ探検隊 しながわのチ・カ・ラ　
メードイン品川物語PART3 

サヘル・ローズの
天晴！品川
アール・ブリュット展

in 天王洲

企業がアートで街を盛り上
げる天王洲。タレント サヘ
ル・ローズが、天王洲で行
われたアール・ブリュット
展を訪れました。

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

新 新

● 区公式ホームページリニューアルのお知らせ
● 品川区ウオーキングマップ紹介

次号予告　12月11日号

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5ページに掲載しています。

　高次脳機能障害者の方が参加し
て、共に生きる社会をめざし、歌い
語りあう催しです。
　障害を学び、理解する機会にしま
しょう。

日12月11日㈰午後2時～4時15分
※午前11時からプレイベントを行います。
場きゅりあん大ホール（大井町駅前）
￥1,200円（前売り1,000円）
小・中学生、障害者500円
○鑑賞券はきゅりあんにて販売中。
問高次脳機能障害者と家族の会・渡辺
☎3781－0921
障害者福祉課障害者相談係
（☎5742－6710 Fax3775－2000）

きゅりあん大ホール（大井町駅前）きゅりあん大ホール（大井町駅前）
問障害者福祉課障害者福祉係障害者福祉課障害者福祉係（☎5742－6707 （☎5742－6707 FaxFax3775－2000）3775－2000）

1212月月44日㈰ 午後日㈰ 午後11時～時～44時時（正午開場）（正午開場）

●12月3日から9日は障害者週間です

障害者週間は「国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が
社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めること」を目的に定
められました。区では、この週間にあわせて「障害者週間・記念のつどい」と題し、今注目され
ている2組による圧巻のステージをお届けします。

内第1部＝J
ジ ョ イ

OY倶
く

楽
ら

部
ぶ

ミュージックアンサンブル in きゅりあん
　第2部＝車いすダンスから拓

ひら

く未来（ジェネシスオブエンターテイメント）

※先着500人に記念品あり。
※手話通訳・要約筆記付き。
※視覚障害のある方へ副音声で舞台の解説あり。

手話通訳
付き

障害者との
ふれあいコンサート

心の唄’16
～共に生きる～
「

」

イルミネーション輝くクリスマスムード満点の水族館で生き物
たちと一緒にクリスマスをお楽しみください。

　クリスマス限定　イルカと記念撮影
日12月23日㈷～25日㈰　10：45からのイルカショー終了後

入館料／1,350円（800円）、小・中学生600円（400円）、4歳以上300
円（200円）、65歳以上1,200円（700円）　
※区内在住・在勤・在学の方は住所が確認できるものを各自提示すると（　）
の金額になります。　
※火曜日、1月1日㈷休館（12/20・27、1/3は開館）。
場問同館（勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433 www.
aquarium.gr.jp/）

しながわ水族館のクリスマス2016！12/25
㈰

まで

ロビーでは、
障害者施設作品販売・
障害者団体紹介
パネル展示も
行います。

JOY倶楽部ミュージックアンサンブルによる演奏
ジェネシスオブエンターテイメントによる演技

★特別展示クリスマス水槽
★クリスマスイルカ・クリスマスアシカショー
★クリスマスアザラシショー（12/19㈪から）
★クリスマス水中ショー　　
★クラゲのフォトスタジオ クリスマスバージョン
★デンキウナギのイルミネーションツリー


