
マイタウンステージ日立ソリューションズ
吹奏楽団演奏会 13
日4月9日㈰午後1時・3時
場品川オーバルガーデンB1
広場（東品川4－12）
内演奏会、オーバルのマス
コット オーくん・バルちゃん登場

4月8日㈯・9日㈰は
サクラスタンプラリーを開催！

各会場でスタンプを集めて
プレゼントに応募しよう！

クルーズ船、シェアバイクやバスで
会場を回ろう！
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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
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APPYクーポンフェア
＆ランチタイムコンサート 4
日3月27日㈪～4月9日㈰
※コンサートは4月7日㈮午前11時
50分・午後0時40分（各30分）。
場天王洲郵船ビルNAGI（東品川2－2－20）
内音楽バンド「m

ム ウ

uu」による演奏など

しながわ水族館×おほしんたろう
ゆる展リターンズ 2
詳しくは本紙4ページで紹介しています。

しながわ花海道（勝島運河） 1
桜や菜の花を楽しめます。
のんびりと春の散策をお楽
しみください。

目黒川親水護岸さくらのライトアップ2017 3
日3月24日㈮～4月9日㈰
場五反田ふれあい水辺広場
（東五反田2－9）
内夜桜のライトアップ

ウィラ大井スプリングフェスタ 11
日4月8日㈯・9日㈰
午前9時～午後10時
※開催日時はイベントにより異な
ります。
場ウィラ大井（勝島1－6－16）
内マルシェ（青果など）、品川区伝
統工芸体験コーナー（江戸切子）、
絵本作家による紙芝居、子ども向
けワークショップ「こども免許証」

シーフォートスクエアJ
ジ ャ ズ

AZZライブ 10
日4月7日㈮午後7時～8時
場シーフォートスクエア1階ガレリア広場
（東品川2－3）
出演／のぶよしじゅんこ　他

しながわL
ラ イ フ
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ibrary 8
日4月7日㈮～9日㈰
午前10時30分～午後6時（予
定）　※7日は午後5時から。
場品川インターシティ（港区港
南2－15）
内ライフスタイル雑誌の展示、
アウトドアワークショップ

大井競馬場グランドオープン 14
日4月17日㈪～21日㈮
午後2時10分（開門予定時刻）～
8時50分（最終レース発走時刻）
場大井競馬場（勝島2－1－2）
内新イルミネーション演出、馬と
のふれあいイベントなど

忍者修業の旅 12
日4月9日㈰午後1時～3時30分
※受け付けは午後0時30分から。
場北浜公園〈北浜こども冒険ひ
ろば〉（北品川2－28）
内品川宿を巡り、修業をして巻き物に印を集める

とうきょうご近所みちあそび「緋
ひ も う せ ん

毛氈ロード」 12
日4月9日㈰午後1時～4時
場品川宿交流館前（北品川2－28－19）
内チョークで道にお絵かき、むかしのあそび（こままわし、
ベーゴマ、けん玉）など

しながわ運河まつり2017
～10th a

ア ニ バ ー サ リ ー

nniversary～
天王洲キャナルフェス
2017春

御殿山さくらまつり2017

4月8日㈯午前10時30分～午後8時30分
 　9日㈰午前10時30分～午後3時30分
〈前夜祭〉7日㈮午後6時～9時

4月7日㈮～9日㈰午前11時～午後9時
※7日は午後5時から。
　9日は午後5時まで。

4月7日㈮・8日㈯午前11時～午後8時
※8日は午後7時まで。

品川オープンシアター
4月8日㈯午後7時～9時

うららかな陽気に誘われて出かけたくなるこの季節。子どもから大人まで楽しめ
る春イベントいっぱいの“しながわフェスウィーク2017”が始まります。この機会
を利用して、しながわの魅力を再発見しませんか。

場東品川海上公園（東品川2－6・3－9）
天王洲公園（東品川2－5・6）
内ステージイベント、桜周遊船、フリーマーケッ
ト、子ども広場、熱気球係留飛行体験、スケートボードランプなど
※8日は午後8時から約5分間花火を打ち上げます。
※当日のボランティアスタッフも募集中です。

場天王洲運河水辺広場（東品川1－3）
天王洲アイル第三水辺広場（東品川2－1）
内水辺の映画祭プロジェクションマッピ
ング、フードコート＆水上コテージ店舗、
クルーズ、ライブ、写真展、大道芸、イ
ルミネーション

場御殿山トラストシティ東京マリオッ
トホテル前広場（北品川4－7）
内江戸の歴史再現「御殿山の桜・将
軍の茶会・鷹

たか

狩」をテーマに、野
の だ て

点、
期間限定茶室特別公開、伝統芸能、
映画、鷹

たかじょう

匠撮影会、花見茶屋、品川
目利き市、江戸線香花火など

場品川シーズンテラスイベント広場
（港区港南1－2）
※入場規制を行う場合があります。
内野外上映会（恐竜映画作品）
※4月1日㈯～9日㈰はオープンシア
ターキッチンが登場。8日㈯・9日
㈰は上映作品に関連した恐竜ワー
クショップなどを開催。

しながわフェスウィーク実行委員会事務局☎070－6472－4521、文化観光課観光担当☎5742－6913 Fax5742－6893問い合わせ

6

5 9

7

1 ～14は、公式ホームページ
内の地図にリンクしています。
www.mizubetokyo.com

※各イベント内容は都合により、
変更の可能性があります。
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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
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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分で終了）

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分で終了）

3月26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分で終了）

3月26日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
 ツツミ歯科クリニック 西五反田 3 － 7 － 1 ☎3490－7899
 広田歯科 戸　越 5 －11－ 6 ☎3784－4111
 飯塚接骨院 南大井 4 －11－ 6 ☎3763－3270
 須藤柔道整復院 中　延 5 － 8 －12 ☎3783－0526

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）

3月25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
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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。　※受付時間にご注意ください。

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

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

キリトリ線

がん検診・健康診査など 一部有料

　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。 ＊受診券あり＊3月末まで受診可。
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

骨

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   7日㈮ 12日㈬ 21日㈮
うつ病あんしん相談 28日㈮ 12日㈬   5日㈬
高齢期のこころの相談 25日㈫ 18日㈫ 19日㈬
児童思春期のこころの相談   5日㈬ 13日㈭ 27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 4月

日4月14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

思春期家族教室

助産師による産後の体にやさしい簡単な運動指導や、相談などのプログラムです。
日4月13日㈭・27日㈭、5月11日㈭・25日㈭午前10時～11時30分（全4回）
場大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
人区内在住か在勤で、生後1～3カ月の乳児と母親15組（先着）
※同室での見守り託児あり（先着6人）。
申4月4日㈫（必着）までに、往復はがきかFAXに「産後ボディケア」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、見守り託児希望の方
はお子さんの氏名（ふりがな）・年齢を子ども育成課庶務係（☎5742－6692 
Fax5742－6351）へ

自分でできる産後ママのボディケア参加者募集

親子で防災体験！その3 防犯ブザーを無償配布します 春のかけっこマスター教室

産後の家事・育児支援のヘルパーなどの利用助成
～上限時間を拡大します！

チャレンジスポーツ教室

日4月9日㈰・23日㈰、5月14日㈰・28日㈰、6月11日㈰・
25日㈰ 午前10時～11時40分
※各回とも内容は同じ。
内「体験！避難所生活」「簡易担架でタイムレース！」な
ど
人小学生までのお子さんと保護者各10組20人（先着）
場申各日とも3日前までに、電話か直接しながわ防災体
験館（第二庁舎2階☎5742－9098）へ
※参加したお子さんに啓発品を差し上げます。
問防災課啓発・支援係☎5742－6696

日4月7日㈮～5月31日㈬
人区内在住で、品川区立中学校・義務教育学校（後期課程）
以外に通学する中学新1年生のうち希望する方
申住所・氏名・年齢がわかるもの（保険証・生徒手帳など）
を持って、学務課（第二庁舎7階☎5742－6828）か地
域センターへ

走り方の基本を学びます。
日4月20日～5月18日の木曜日（全4回）
※5月4日を除く。
①午後3時30分～4時20分②午後4時30分～5時20分
場総合体育館
人①満4～6歳のお子さん②小学1～4年生各40人（抽選）
￥各2,000円
申4月6日㈭（必着）までに、往復はがきで教室名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、保護者氏名、電話番号、
幼稚園・保育園・学校名、新学年をスポーツ協会へ

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ています。4月1日より上
限時間を20時間に拡大します。
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20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

走り方、マット・跳び箱、縄跳び、鉄棒、ボール投げ
のコツを教えます。
日5月9日～7月11日の火曜日（全10回）
①午後3時40分～4時30分 ②午後4時40分～5時30分
場総合体育館
人①小学1・2年生 ②小学3・4年生各30人（抽選）
￥各4,000円
申4月11日㈫（必着）までに、往復はがきで教室名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、保護者氏名、電話番号、
学校名、新学年をスポーツ協会へ

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。
※定員は実施園、実施内容により異なります。
人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方
（先着）
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

4月に参加できる主な事業

●園庭開放
 月～金＝大井保育園

●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。

電子
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狂犬病予防定期集合注射
狂犬病予防法で年1回、予防注射をするこ
とが義務づけられています。定期集合注
射を区内17カ所の指定動物病院で実施し
ますので、必ず受けてください。
日4月1日㈯～30日㈰
※時間は、会場によって異なりますので、
ご確認ください。
対象／生後91日以上の飼い犬
￥3,650円
※期間内に受けられない場合は、6月30
日㈮までに動物病院で注射を受け、生活
衛生課（本庁舎7階）、品川・荏原保健セ
ンター、地域センターのいずれかで注射
済票の交付手続きをしてください。
※実施期間以外は、注射料金が異なる場
合があります。
※死亡などで犬がいない場合は、届け出
をしてください。
問生活衛生課☎5742－9132
　「認知症に関するアンケート」の
結果を公表します
認知症になっても安心して暮らし続けら
れるまち“しながわ”を目指し実施した
アンケート結果を公表します。
日3月27日㈪から
※土・日曜日、祝日を除く。
場区政資料コーナー（第三庁舎3階）
※区ホームページからもご覧いただけます。
問高齢者福祉課保健医療・認知症対策係
☎5742－6802

おしゃべりコーナー「ちえぶくろ」！
元民生委員が相談に応じます。折り紙、
小物づくりをしながらおしゃべりしませ
んか。

日程 会場

第2月曜日 南大井シルバーセンター
（南大井3－7－13）

第3水曜日 荏原第三区民集会所
（平塚1－13－18）

※時間は午前10時～正午。
※8月は休み。
人60歳以上の方
問高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6733 Fax5742－6882）
　品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
4月のオープンキャンパス情報
日4月22日㈯午後2時～4時
内在校生インタビュー、学校案内（学費・
授業内容など）、個別相談　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）。

　4月に大森駅水神口に定期利用専用
の地下機械式駐輪場を開設します
　防犯強化やカードを使用した簡単な操
作で利便性も向上します。定期利用は地
下機械式となり、料金を改定します。
●大森駅水神口定期料金1カ月

現行料金 改定料金
2,300円 2,500円

　地上既設駐輪場でも、ラック交換など
の工事を実施し、利便性向上を図ります。
※詳しくは、直接大森駅水神口駐輪場か
品川区営駐輪場サポートセンター
0120－356－621へお問い合わせくださ
い。
問土木管理課自転車対策係
（☎5742－6786 Fax5742－6887）
　マンション管理士・一級建築士を
派遣します
内マンション管理士＝マンションの維持
管理や管理組合の運営についての相談
一級建築士＝マンションの大規模修繕に
ついての相談
※1回2時間程度。土・日曜日も可。
人区内にある分譲マンション管理組合
※1組合各3回まで。
申電話で、住宅課住宅運営担当☎5742－
6776へ

人間ドック受診助成事業のご案内
40歳以上の品川区の国民健康保険か後期
高齢者医療制度に加入する方で、国保基
本健診か後期高齢者健康診査を受診せず
に人間ドックを受診する場合、申請によっ
て受診に係る経費の一部が助成されます。
詳しくはお問い合わせください。
問国保医療年金課保険事業係
（本庁舎4階☎5742－6675）

家内労働委託状況届は4月30日までに
家内労働者へ仕事（内職など）を委託し
ている事業主の方は、毎年4月1日現在の
家内労働者数などについて、「委託状況届」
を労働基準監督署に提出することが義務
付けられています。4月30日までに提出
してください。詳しくは東京労働局賃金
課家内労働係か最寄りの労働基準監督署
へお問い合わせください。
問東京労働局賃金課家内労働係☎3512－
1614、商業・ものづくり課就業担当☎
5498－6352

品川歴史館休館のお知らせ
品川歴史館は資料整理のため臨時休館し
ます。
日4月25日㈫～28日㈮
問同館☎3777－4060

お知らせ！

   ご協力ください
■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＞）
4月8日㈯・22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。

■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。

  リサイクルショップ「リボン」
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。
大井町店   広町2－1－36　第三庁舎2階

☎5742－6933 Fax5742－6945
営業時間／午前10時～午後5時30分
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「紳士物バッグと靴」
日3月26日㈰～4月8日㈯
※新品か新品同様で、ブランド品でないもの。出品は1
人1回限り5点まで、予約してからお越しください。

旗の台店   旗の台5－13－9　旗の台駅南口下車
☎5498－7803 Fax5498－7804
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
※詳しくはお問い合わせください。
●旗の台店「婦人・紳士の靴」の出品募集
募集期間／3月23日㈭～27日㈪午後1時～4時
※キズ・汚れの目立たないもの。
※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。

   リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）
「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」を紹介し、区施設
などに置いてあります。5月号の掲載希望は、4月20日
㈭までに電話かFAXでお申し込みください。

    フリーマーケット
■お越しください
●4月13日㈭午前9時30分～午後1時　※雨天中止。
場峰原公園（大崎3－17）
問菊田☎3490－8407
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Fax

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。

  ご協力ください   リサイクルショップ「リボン」

  リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）

   フリーマーケット

家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部助成
（4月1日から受け付け）
助成額・対象など詳しくはお問い合わせください。

電子

シニアクラブ
認知症を予防します！「いきいき脳の健康教室」～前期参加者募集

週1回の教室で30分程度の簡単な読み書き・計算を、学習サポーターと一
緒に行います。自宅では毎日10分程度の学習もあります。
日5～9月の午前9時30分～11時30分（全20回）　※学習時間は1人30分程度。
人1人で教室へ通え、4月21日㈮の午前に区役所で行う説明会に出席でき
る65歳以上の方各20人程度（抽選）
￥各月2,600円
申3月31日㈮までに、本人が電話で高齢者地域支援課☎5742－6733へ
※代理やはがきでの申し込みは不可。

会場 曜日 開始日
荏原いきいき倶

く ら ぶ

楽部（荏原6－2－8） 火 5月 9日
いきいきラボ関ケ原（東大井6－11－11） 火 5月 9日
品川第一区民集会所（北品川3－11－16） 水 5月10日
ゆたかシルバーセンター（豊町3－2－15） 木 5月11日
山中いきいき広場（大井3－7－19） 金 5月12日
こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11） 金 5月12日

　万一の緊急事態に対応するため、「ひとり暮らし高齢者」「高齢者のみの
世帯」の緊急連絡先などを把握する調査を行います。
調査期間／4月1日㈯～6月30日㈮
調査方法／高齢者相談員（民生委員）が対象の方のお宅を訪問し、記入方
法を説明のうえ「高齢者等連絡票」（調査票）を回収
人①75歳以上（昭和17年2月1日以前生まれ）のひとり暮らしの方
②75歳以上と70歳以上（昭和22年2月1日以前生まれ）の方のみで構成さ
れている世帯
※①、②ともに、居住地の周囲500m以内に2親等以内の親族がいない世帯。
※高齢者相談員（民生委員）は、身分証明書を携帯しています。
問福祉計画課民生委員担当☎5742－6708

ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯の調査を行います

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

（4月1日以降発行分は10,255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。
問東京バス協会☎5308－6950

「小さな旅」の友　シルバーパス

税
の
た
よ
り

● 申告書の内容を間違えていたとき
　確定申告書を提出した後、計算誤りなど申告内容に誤りがあることに
気づいた場合、申告内容を訂正することができます。
　税額を多く申告していたときは「更正の請求」、税額を少なく申告して
いたときは「修正申告」を行ってください。国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」より作成できます。
　「更正の請求」と「修正申告」は手続きが異なりますのでご注意ください。

国税庁ホームページ  www.nta.go.jp/
問品川税務署☎3443－4171、荏原税務署☎3783－5371
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認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、
身近な介護施設を整備しています。

福祉計画課施設計画担当（☎5742－6738 Fax5742－6797）
新生寿会☎5422－7157

問い合わせ

東五反田四丁目に
認知症高齢者グループホームと
小規模多機能型居宅介護施設を
開設します

所在地／東五反田4－11－6
運営事業者・指定管理者／新生寿会

認知症高齢者グループホーム
2ユニット18人

小規模多機能型居宅介護施設
登録定員25人、利用定員15人
宿泊定員5人

家庭的な雰囲気の中、認知症高齢者が少人数で食事、買い物、
地域行事などの日常生活を送る住まいです。

※介護スタッフも募集しています。
詳しくは新生寿会にお問い合わせ
ください。

施設の見学会
4月12日㈬午後2時～4時

当日、直接同施設へ
お越しください

●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。
※光林荘は、紅葉シーズン（10月21日㈯・28日㈯）は繁忙期です。4月30日㈰締め切りで抽選となります。
※区民の方は料金の割引があるので、宿泊時に住所や割引要件が確認できるもの（運転免許証、健康
保険証、社員証、学生証など、障害者は障害者手帳など、要介護高齢者の家族介護者は介護保険被保
険者証の写しなど）を宿泊者全員分お持ちください（確認できない場合は、割引は受けられません）。

区民の方（区内在住・在勤・在学）利用月の6カ月前の1日より10月分の受付／4月1日㈯より
区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

29年度
予約受付

伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321
Fax0557－35－0345
www.shinagawasou.com/

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

品川荘 光林荘
品川荘・光林荘Ａタイプ 区民料金

（税込）
区外料金（税込）

区民と同伴 区外のみ

大人
（中学生以上）

平日・休日 6,260円 8,560円 10,260円
休前日 6,800円 9,100円 10,800円
繁忙期 7,760円 12,340円 14,040円

子ども（小学生） 通年 4,976円 7,560円  8,856円
※1泊2食付き。1室1名利用の場合は2,160円の割り増し。
※光林荘Ｂタイプ（室内にトイレなし）は、上記の料金から540円引き。
※品川荘は、入湯税150円がかかります。
※在学は、小・中・高校、大学など学校教育法第1条規定の学校が対象。
※次に該当する区内在住者は、上記区民料金から1,000円割引（各割引は重
複利用不可。障害や要介護の状態に条件あり）。①高齢者（70歳以上）②障
害者とその介護者（住所問わず）③要介護高齢者の家族介護者④乳幼児同
伴の保護者

4月予約分から区外料金（区民と同伴大人・区外のみ子ども）が改定となり
ます。また4月宿泊分から区内在学者が区民料金適用となるほか、下記③・
④に該当する方も新たに1,000円割引の対象になります。

新利用料金保養所をご利用ください！ 各施設へお問い合わせください
問地域活動課☎5742－6687

電話受付：午前9時～午後6時

利用者や家族の状況により、通所・宿泊・訪問サービスを組み
合わせた複合的なサービスが受けられる施設です。

しながわ水族館　春の特別展
場味の素スタジアム（調布市西町376－3）
人品川区民の方500組1,000人（抽選）　※席はホーム自由席。
申込締切／4月14日㈮
申込方法 　Eメールでの申し込みになります。詳しくは区ホー
ムページの「トップページ・募集」⇒「講座の参加や作品などの
募集」⇒「FC東京ホームゲームへ区民をご招待」をご覧ください。
問FC東京☎3635－8960、総務課総務係☎5742－6624
スポーツ推進課☎5742－6838

　28年度杉野学園公開講座（品川区共催）の「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〉）を配信中です。
　ユーチューブの品川区公式チャンネル「しながわネットＴＶ」
にて、ご覧いただけます。
問文化観光課生涯学習係☎5742－6837

「しながわ学びの杜
も り

」
生涯学習講義のインターネット配信

こちらからも
アクセスできます。

「ゆる展リターンズ
～ゆる過ぎるセカンド・インパクト～」

5月8日㈪ま
で

好評だった2016年春の特別展「ゆる展」の第2弾。
生き物の“ゆるい”魅力紹介をテーマに、お笑い芸
人のおほしんたろう氏と新たな“ゆるさ”をイラス
トで表現します。
開園時間／午前10時～午後5時（入館は閉館30分
前まで）
休館日／火曜日
￥1,350円（800円）、65歳以上1,200円（700円）、
小・中学生600円（400円）、4歳～就学前300円
（200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。
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 おほしんたろう

好評
配信中！

FC東京VSサンフレッチェ広島戦
に区民をご招待

FC東京が品川区制70周年を祝い、Jリーグの公式戦に区民の
皆さんをペアで招待します。 4月30

日㈰

午後3時

品川区制
70周年記念

5月1日㈪
オープン

5月1日㈪
オープン
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人区内在住か在学の小・中学生、高校生で、本番までの稽古と
リハーサルに参加できるバンドグループ3組（選考）
※バンドメンバーの半数は区内在住か在学であること。
※小学生のグループは、送迎が必要になる場合があります。
￥1人1,000円（レッスン料）
※途中キャンセルでも、レッスン料は返却できません。
申4月28日㈮（必着）までに、封筒に「ドリームステージ応募」
と記載し、代表者の住所・氏名・電話番号、バンドメンバー全
員（代表者含む）の氏名（ふりがな）・
年齢・使用楽器、審査用音源1曲（3～4
分程度・CD－R）を品川文化振興事業団
文化企画係（〠140－0011東大井5－
18－1☎5479－4112）へ郵送
審査結果／5月下旬に代表者へ郵送

五反田文化センタープラネタリウム
　★4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月7日㈮午後7時
人各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
観覧方法／当日、会場へ

   1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣

日4月15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

   2 4月の天体観望会「木星と春の大三角」

日4月28日㈮午後7時～8時30分
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。

申1は4月4日㈫、2は4月18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4月6日㈭、2は4月20日㈭午前10時から電話受付（先
着）。

共通
★お昼のくつろぎ
プラネタリウム（無料）
日水・木曜日
午後0時35分～50分
※3月29日・30日を除く。

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

親子シートもあるよ

日程 会場

練習
6月8日㈭、7月7日㈮、8月25日
㈮、9月13日㈬、10月18日㈬
午後4時～9時の間で1グループ
60～90分程度

五反田文化センター
（西五反田6－5－1）

リハーサル 11月4日㈯時間未定 きゅりあん
（大井町駅前）

品川区民芸術祭2017
D
ド リ ー ム

ream S
ス テ ー ジ

tage
「エレキの神様」と呼ばれる寺内タケシとバンドメ
ンバーから指導を受け、11月5日㈰にきゅりあん大
ホールで夢の共演をしませんか。

今年は「寺内タケシとブルージーンズ」
との夢のコラボレーション！

フラワーアレンジメント教室

各会場にて、春の花々や苗などの販売、特色のある
イベントを開催します。

4月1日㈯・2日㈰
午前10時～午後4時
内チューリップ祭り、押し
花コーナー、苗販売　他
問東品川海上公園
☎3471－3696

4月8日㈯・9日㈰
午前9時～午後4時
内ふれあい動物園　他
問しながわ区民公園
☎3762－0655

4月15日㈯・16日㈰
午前10時～午後4時
内公園で育てた苗木配布、
親子記念写真撮影会　他
問戸越公園
☎3782－8819

4月22日㈯・23日㈰
午前9時～午後4時
内フラワーアレンジメント教室
（事前申込）、遊び工作　他
問しながわ区民公園
☎3762－0655

日4月22日㈯・23日㈰
①一般の部＝午前10時～11時 ②親子の部＝午後1時30分～2時30分
講師／山口昌哉（プランツ・モジュール社長）
人①区内在住か在勤の方各26人 ②小・中学生の親子各13組26人（抽選）
場申4月12日㈬（必着）までに、往復はがき（1枚2人まで）に教室名、希望日・
番号、参加者全員の住所・氏名・電話番号をしながわ区民公園管理事務所（〠
140－0012勝島3－2－2☎3762－0655）へ

①東品川海上公園②西大井広場公園④しながわ区民公園の
各会場で、拠点回収し、再生処理した園芸土を無料で配布
します。各日配布予定量がなくなり次第終了となります。
問品川区清掃事務所☎3490－7098

みどりと花のフェスティバル
②西大井広場公園
西大井駅前

①東品川海上公園
東品川3－9

④しながわ区民公園
勝島3－2

③戸越公園
豊町2－1

再生園芸土を無料で配布します

昨年のドリームステージ

ティーンズバンド
出演者募集！！
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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

⑥【八潮教室】囲碁教室＜入門＞
日4月8日～6月24日の土曜日
午前10時～正午（全6回）
人20人（先着）
￥7,400円（教材費込）
───────共　　通───────
場申電話で、①～⑤はメイプルセンター
（西大井駅前☎3774－5050）、⑥は同セ
ンター八潮教室（八潮5－9－11☎5492－
7305）へ

　品川区フリーマーケット出店者募集
しながわE

エ コ

COフェスティバル2017
家庭で不用となった品物を出してみませ
んか。はじめての方も大歓迎です。
日5月28日㈰午前10時～午後3時
場しながわ中央公園（区役所前）
人区内在住で、18歳以上の家族かグループ
※プロの方は出店できません。
募集数／50店（抽選）
※食料品、医薬品、ペット類、手作り品
の出品はできません。
※区役所駐車場は使えません。
申4月11日㈫（必着）までに、往復はがき
（1グループ1枚）に「ECOフェスティバル
フリーマーケット」とし、参加者全員の住
所・氏名・年齢・電話番号を品川区清掃
事務所（〠141－0032大崎1－14－1☎
3490－7098）へ
※重複申し込み無効。

　品川＆早川ふるさと交流
早川ファミリーキャンプ新緑の森探検！
食材を集め、たき火でアウトドアクッキ
ングにも挑戦します。
日4月22日㈯～23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（先着）
￥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、年度内3泊まで事前申
請により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＆山北「ふれあい交流」
第44回やまきた桜まつり
日3月24日㈮～4月7日㈮
場鉄道公園（山北駅前）、山北町健康福
祉センター駐車場（神奈川県足柄上郡山
北町山北1971－2）
内ソーラン山北よさこいフェスティバル
（3月26日㈰）、やまきた桜まつりイベン
ト（4月1日㈯）
問やまきた桜まつり実行委員会
☎0465－75－3646
地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

品川区清掃事務所専門非常勤職員募集
勤務場所／品川区清掃事務所（大崎1－
14－1）・荏原庁舎（平塚1－10－11）
勤務内容／ごみの収集作業
勤務日数・時間／月16日（月～土曜日）
午前7時40分～午後4時25分
（休憩1時間含む）
報酬／月額196,800円　※交通費支給。
任用期間／5月1日～30年3月31日
人18歳以上（高校生不可）で、清掃事業
に熱意と能力のある方若干名（選考）
申3月25日㈯（消印有効）までに、履歴
書（写真貼付）を品川区清掃事務所（〠
142－0051平塚1－10－11☎3786－6552）
へ郵送か持参　※履歴書は返却しません。

　ママのリフレッシュタイム
～Y

ヨ ガ ロ マ
ogaroma　デトックス編 電子

アロマの香りの中で体内環境を整えるヨ
ガポーズをします。
日4月15日㈯午前10時～11時30分
※午前9時45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。

申4月4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

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服部早苗のジャパンキルト
日4月5日～6月21日の水曜日
午後1時～3時（全5回）
人10人（先着）
￥17,500円（教材費込）
②歩いて学ぶ品川学
日4月8日～6月10日の土曜日
午前10時～11時30分（全5回）
人20人（先着）
￥11,500円（教材費込）
③英語で歌うスタンダードポップス
日4月13日～6月22日の木曜日
午前10時30分～正午（全6回）
人14人（先着） 　￥9,600円
④中国語＜入門＞
日4月20日～6月29日の木曜日
午後6時30分～8時（全10回）
人10人（先着）
￥24,700円（テキスト代込）
⑤韓国語<入門＞
日4月17日～6月26日の月曜日
午前10時30分～正午（全10回）
人10人（先着）
￥24,160円（テキスト代込）

〈
広
告
〉

求　人

講座・講演

催　し

！2020年
輝 け オリンピズムとは？

　1500年もの間中断していたオリンピックを、平和とスポー
ツの祭典として復活させたのが、フランスのピエール・ド・クー
ベルタン男爵です。
　オリンピックを復活させた目的は、スポーツを通して体と心
をきたえること、世界中の色々な国の人々と交流を持ち、平和
な世界を築いていくことでした。クーベルタン男爵の願いは現
代にも引き継がれ、今やオリンピックは世界最大のスポーツの
祭典へと発展しました。
　この考えは、「オリンピズム」と呼ばれ、「オリンピック憲章」
により定められています。身体・心・知性が優れ、バランスの
とれた状態をめざすこと、人権尊重社会をめざすこと、オリン
ピック・ムーブメントには、世界中の人が参加できることなど
が、オリンピズムの根本原則として示されています。

文化プログラムとは？
　オリンピックはスポーツの祭典であると同時に、文化プログ
ラムが繰り広げられる文化の祭典でもあります。
　「オリンピック憲章 第39条 文化プログラム」では、【オリン
ピック競技大会組織委員会は少なくともオリンピック村の開村
から閉村までの期間、文化イベントのプログラムを催すものと
する。当該プログラムはＩ

アイオーシー

OC理事会に提出し、事前に承認を
得なければならない】とあります。
　このため東京2020大会に向け、多様な文化プログラムが日
本全国で開催され、それぞれの地域の持つ多様な文化を世界
に向けて発信していくことになります。そして、2020年より
先の未来においても日本の文化を継承していくことになるで
しょう。
　あなたも文化イベントに参加して、ともに東京2020大会を
盛り上げませんか。

No.10

リオデジャネイロ2016大会時における文
化イベントの様子

「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。希望する方
に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

　ケーブルテレビ品川などで放送した番組を、ユー
チューブの「しながわネットTV」でご覧になれます。
動画の内容をテキストで表示するなど、耳の不自
由な方でも動画を楽しめます。

問広報広聴課☎5742－6612

品川区公式ユ
ーチューブチ

ャンネルで

品川区公式ユ
ーチューブチ

ャンネルで

区広報番組を
動画配信

区広報番組を
動画配信

しています！しています！

品川区公式ユ
ーチューブチ

ャンネルで

区広報番組を
動画配信

しています！

品川区の最新の映像が見られる
「わ！しながわ ニュース」も
好評配信中！！
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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

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

バドミントン 4月16日㈰ 総合体育館 4月5日㈬ 800円
中高生500円

○中学男子・女子　○高校男子・女子　○一般男子・女子
○壮年男子Ⅰ（40歳代）・Ⅱ（50歳代）・Ⅲ（60歳以上）　○壮年女子Ⅰ（35～49歳）・Ⅱ（50歳代）・Ⅲ（60歳以上）
※年齢は大会当日現在　※全種目ダブルストーナメント戦・ラリーポイント制（予選リーグあり）

陸上競技 6月4日㈰
大井ふ頭
中央海浜公園
（八潮4－1）

5月1日㈪ 500円
小中高生300円

○小学3・4年男子・女子（80m）　○小学5・6年男子・女子（100・800m）　○小学生男子・女子（走り幅跳び）
○中学生男子（100・200・1,500・3,000m、400mリレー、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）
○中学生女子（100・200・800・1,500m、400mリレー、走り幅跳び、走り高跳び）
○一般男子〔高校生含〕（100・200・400・1,500・5,000m、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）
○一般女子〔高校生含〕（100・200・1,500m、走り幅跳び、走り高跳び）　○壮年男子（40歳以上）（60・5,000m）
○壮年男子（50歳以上）（3,000m）　○壮年男子（60歳以上）（3,000m）
※リレーを除き1人2種目まで参加可　※年齢は大会当日現在

第67回品川区民スポーツ大会（春季）

日4月1日～6月24日の土曜日
午後6時～7時45分（全13回）
場戸越体育館
人小学生以上の方20人（先着）
￥6,000円
主催／品川区少林寺拳法連盟
申3月29日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ

少林寺拳法初心者教室

日4月8日～30年3月10日の第2土曜日
午前9時～午後4時30分（全12回）
人中学生以上の方80人（先着）
￥2,000円、中高生1,000円
主催／品川区ソフトテニス連盟
場参4月8日㈯に、費用とラケットを持ってしながわ
区民公園庭球場（勝島3－2－2）へ
問スポーツ協会

ソフトテニス講習会

日5月14日㈰午前9時から　※準決勝・決勝は7月9日㈰。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
内ダブルストーナメント戦
人区内在住か在勤の方、連盟登録者48チーム（先着）
￥1組3,000円、連盟登録者2,500円
主催／品川区テニス連盟
申4月30日㈰までに、費用を持ってスポーツ協会へ

硬式テニス・シードチャレンジ（女子）

申各申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ

3月22日㈬に行われる予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
gikai.city.shinagawa.tokyo.jp/

ケーブルテレビ
放送区議会の

〇ケーブルテレビで放送された総括質疑の様子は、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。

放送日時 会派名（放送順）

3月26日㈰
14:00～22:00

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

放送日時 会派名（放送順）

3月29日㈬
14:00～22:00
〈再放送〉

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

●新たな係を設置します
○ 計画担当（企画調整課）：現行の長期基本計画の検証・評価などを
行います。
○ 児童相談所移管担当（子ども育成課）：児童相談所移管に向けた準
備を進めます。
○ ひとり親相談担当（子ども家庭支援課）：ひとり親家庭の相談・支
援を行います。
○ 地域包括ケア推進係（福祉計画課）：地域福祉における支えあいの
仕組みづくりを進め、地域包括ケアの充実を図ります。
●係の名称を変更します
○文化観光課：（旧）観光担当　⇒（新）観光推進係
○木密整備推進課：（旧）沿道不燃化担当　⇒（新）不燃化促進担当

●組織の再編により、窓口が変わります新たな行政課題に迅速に対応するとともに、より良いサービスが提供
できるように組織の体制を見直しました。変更点をお知らせします。

4月から区の組織が一部変わります 問企画調整課☎5742－6607

事務の内容 変更前 変更後

戸籍住民課

住民票の異動（転入・転出などの届出）に関する
こと 住民票係 住民異動係

マイナンバーカードの交付に関すること 個人番号
カード担当 住民異動係

戸籍証明・住民票の写しなどの交付に関すること 戸籍証明係
住民票係 証明交付係

商業・
ものづくり課

中小企業の経営相談・融資あっせんに関すること 経営相談係 中小企業支援係
中小製造業・情報通信業などへの支援に関すること

企業支援係
中小企業支援係

創業支援施設に関すること 創業支援担当
産学連携の推進に関すること 産業活性化担当

子ども家庭
支援課 ひとり親家庭の相談・就労支援に関すること 家庭支援係 ひとり親相談

担当

福祉計画課 地域福祉の計画・調整・推進に関すること
庶務係
地域福祉推進
担当

地域包括ケア
推進係

品川区臨時福祉給付金（経済対策分）の申請受付中
28年度の住民税が非課税で、給付要件を満たした方に、臨時福祉給付金を支給します。対
象と思われる方には3月13日に申請書を送付しました。
対象／28年1月1日に品川区に住民登録があり、28年度の住民税が非課税の方
●次のいずれかにあてはまる方は対象となりません
・・住民税が課税されている方に扶養されている
・ ・ 生活保護を受けている
・ ・ 申請書発送後、税額変更により住民税が課税となった
・・支給決定日までに亡くなられた
・ ・ 中国残留邦人などに対する支援給付、ハンセン病療
養所非入所者給与金、国立ハンセン病療養所入所
者家庭生活援護費を受給している
支給額／1人15,000円
申請期間／9月15日㈮まで
※申請期間を過ぎたものは受け付けられませんので、
お早めに手続きしてください。
申請方法／送付された申請書と添付書類を、同封の
返信用封筒（ピンク色）で品川区臨時福祉給付金事
務センターへ郵送
受取方法／指定の口座に入金

●振り込め詐欺や個人情報の搾取などにご注意ください
問福祉計画課臨時給付金担当（☎5742－9125 Fax5742－6797）

レッツ スポーツ

※外出することが困難な方は、シルバー人材センターの職員が訪問し、申請書記入の手伝いな
どをしますので、事務センターへ電話でご相談ください。
※DVの被害を受けている方などは、ご相談ください。

スポーツ協会は、3月21日㈫、4月17日㈪は休館です

公的年金など受給者
区分 年金収入ベース

単身
65歳以上 155万円以下
65歳未満 105万円以下

夫婦
65歳以上 211万円以下
65歳未満 171.3万円以下

● 住民税が非課税となる所得基準
の目安
給与所得者

区分 給与収入ベース
単身 100万円以下
夫婦 156万円以下
夫婦子1人 206万円未満
夫婦子2人 256万円未満

問い合わせ・申請書郵送先／
臨時福祉給付金事務センター（〠141－8775西品川1－28－3☎3787－8351、月～
金曜日午前8時30分～午後5時15分まで　※祝日を除く。）



● 品川区旗の台駅周辺地区バリアフリー
計画（案）

● 子ども読書の日

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　4月1日号

　

平成29年（2017）

3/21
2034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。

平成29年3月15日
品川区は70周年を迎えました。

申込方法（共通）
3月31日㈮（必着）までに、往復はが
きに、「ふれあいアカデミー」か「うる
おい塾の教室No.、教室名」とし、住所、
氏名（ふりがな）、生年月日、年齢、性別、
電話番号、うるおい塾の教室No.23～
27を申し込む方はお持ちのパソコンの
Windowsのバージョンを、文化観光課
生涯学習係（〠140－8715品川区広町
2－1－36品川区役所☎5742ー6837）
へ。
※ 「ふれあいアカデミー」と「うるおい塾」
は両方申し込みできます。コースごと
に往復はがきでお申し込みください。
※ 「うるおい塾」は1教室1枚の往復は
がきでお申し込みください（複数可）。
※本人以外の申し込みはできません。
入学案内配布場所／文化観光課（第二
庁舎6階）、地域センター、文化センター、
シルバーセンターなど

1年目の「ふれあいコース」で様々な
テーマを学び、2・3年目の「いきい
きコース」では、現代社会・健康・文化・
歴史・ライフデザインなどのテーマ
を選択して学びます。また、学生委
員会や班活動、見学会などを通じて
学生間の交流を深めます。
●ふれあいコースを募集します
日水曜日午後1時30分～3時30分
（全20回とふれあい発表会）
場講堂（第三庁舎6階）ほか
人区内在住で、5月1日現在60歳以上
の初めて入学する方160人（抽選）　
￥半期分2,000円（保険料込）
○入学決定者説明会
4月19日㈬午後1時30分～4時

初心者向けの入門講座を、全10回の
プログラム構成で春と秋に27科目ず
つ開催しています。指導は「一芸ボ
ランティア講師」、運営は「生涯学習
推進員」が行います。
●春期コースを募集します
時間／2時間　※No.23・24は2時間
30分、No.27は3時間。
人区内在住で、5月1日現在60歳以上
の方各20人程度（抽選）
￥各2,000円（教材費別、保険料込）
※No.23・24は2,500円、No.27は
3,000円。

ふれあいアカデミー
（3年制）

うるおい塾

学生
募集

＊1　講師指定の教材・テキストなどを教材費で購入していただきます。
＊2　普段あまり運動をしていない方が対象です。
＊3　 教室内での講義と、野外での撮影実習を2・3回実施予定。コンパ

クトデジタルカメラ向けですが、デジタル一眼カメラの方も申し
込めます。

＊4　 長時間早めの速度で区内を歩きます。歩行に自信がない方はご遠
慮ください。

＊5　 ウクレレ・ウクレレケース・チューニングメーターをお持ちでない
方は、受講決定後、初回までに購入してください。

＊6　 教室で使うパソコンは、Windows10・Word2013・Excel2013
がインストールされています。

＊7　 教室で使うパソコンは、Windows7・Word2010・Excel2010が
インストールされています。

＊8　 マウスの操作、日本語入力、Windowsの基礎を理解している方が
対象です。

＊9　自宅で宿題プリントに取り組んでいただきます。
＊10  趣味、旅行、ショッピングに活用できるインタ－ネットの便利な

使い方を紹介します（講義で使用するためのメールアドレスの登
録を行います）。

うるおい塾・春期

「ふれあいアカデミー」ふれあいコース

入学式と記念講演会
「生涯学習～私の挑戦～」
日4月21日㈮午前10時～正午
場荏原文化センター（中延1－9－15）
講師／見城美枝子（青森大学副学長）
人今期「ふれあいアカデミー」「うるおい塾」
を受講する学生

文化観光課生涯学習係☎5742－6837 Fax5742－6893問い合わせ

日程 テーマ 講師

前　

期

 5 /10 健康Ⅰ 元気でいきいき100歳食 鈴木章生（服部栄養専門学校教授）
 5 /17 政　治 世界情勢と日本の政治 布施広（ 毎日新聞社論説室専門編集委員）
 5 /24 歴　史 浮世絵の基礎～品川を描いた浮世絵～ 車浮代（時代小説家）
 5 /31 環　境 もったいないライフ～マンションも一戸建ても～ 赤星たみこ（漫画家）
 6 / 7 春の施設見学会　江戸東京博物館（墨田区）午前9時45分～正午（予定）
 6 /14 社会Ⅰ 住み続けたいまち　しながわ 濱野健（品川区長）
 6 /21 文化Ⅰ 日本庭園の特色と観賞法 進士五十八（福井県立大学学長）
 6 /28 安全・安心 我が身を守る防犯、防災 大崎警察署、品川消防署

 7 / 5 法　律 元気で生きるための知恵 亀井時子（弁護士）

 7 /12 情報Ⅰ コミュニケーション力を磨く～話し上手、聞き上手のスキル～ 宇野多一（話し方ネットワーク理事長）

後　

期

 9 / 6 国　際 報道ではわからない中国の真実 富坂聰（拓殖大学海外事情研究所教授）
 9 /13 経　済 100円ショップから見たグローバル経済 堀芳枝（獨協大学教授）
 9 /20 文化Ⅱ 日本の植物性繊維の織物 鈴木美和子（杉野服飾大学教授）

 9 /27 社会Ⅱ 地域と防災 花原英徳（株式会社建設技術研究所防災室グルー
プリーダー）

10/ 4 秋の施設見学会　国立歴史民俗博物館（千葉県佐倉市）午前8時～午後4時（予定）
10/11 古典芸能 落語の楽しみ方 柳家三之助（噺

はなしか

家）
10/25 健康Ⅱ 医師が実践するシニアの健康生活 渡辺厳太郎（健康教養デザイナーズ代表）
11/ 8 芸　術 映画の魅力と楽しみ方 松崎健夫（映画評論家）

11/15 介　護 脳が冴える生活習慣と認知症予防 築山節（河野臨床医学研究所附属北品川クリニッ
ク・予防医学センター所長）

11/22 情報Ⅱ 年金生活の家計と資産管理 紀平正幸（中央学院大学アクティブセンター講師）
11/29 ふれあい発表会（受講生全員による班活動での研究成果発表）正午～午後4時30分（予定）

№ 教室名 日程（全10回）曜日 開始
時間 会場 材料費

（円）
1 書を楽しむ＊1 4/24～7/10 月 9 :30 中小企業センター（西品川1－28－3） 550
2 初めての筆ペン習字＊1 5/10～7/12 水 9 :30 荏原文化センター（中延1－9－15） 700
3 声に出して読む・朗読って面白い 4/27～7/ 6 木 9 :30 荏原文化センター ―
4 初心者のための油彩画教室＊1 4/27～7/ 6 木 9 :30 五反田文化センター（西五反田6－5－1） 4,500
5 初心者のための陶芸教室＊1 4/25～7/18 火 9 :30 こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11） 7,000
6 絵心を大切にする「きりえ」＊1 4/24～7/ 3 月 13:30 中小企業センター 2,300
7 折り紙を楽しむ＊1 4/28～7/ 7 金 13:30 荏原文化センター 1,700
8 シニアのためのゆっくり英会話＊1 4/25～6/27 火 9 :30 大崎第一区民集会所（西五反田3－6－3） 2,100
9 イタリア語入門 5/10～7/12 水 9 :30 五反田文化センター ―

10 SP音源で楽しむ昭和歌謡史（あの人この歌①）＊1 5/12～7/14 金 13:30 五反田文化センター 1,000

11 初心者向け「楽しいマジック教室」＊1 4/26～7/ 5 水 9 :30 東品川文化センター（東品川3－32－10） 2,000
12 はじめての囲碁を楽しむ 5/ 1 ～7/10 月 9 :30 南大井文化センター（南大井1－12－6） ―
13 手編みを楽しむ＊1 4/24～6/26 月 13:30 大崎第一区民集会所 5,000
14 紅茶で味わう英国文化＊1 5/ 9  ～7/11 火 9 :30 荏原文化センター 2,000
15 太極拳入門 5/ 1 ～7/ 3 月 13:30 こみゅにてぃぷらざ八潮 ―
16 はじめてのヨガ（心と体を元気に） 5/ 9 ～7/11 火 9 :30 中小企業センター ―
17 脳トレ体操（運動で脳を活性化） 5/11～7/13 木 9 :30 五反田文化センター ―
18 健康ウオーキング　はじめの一歩＊2 5/ 2 ～7/ 4 火 9 :30 東品川文化センター ―
19 デジカメ撮影入門＊3 5/12～7/14 金 9 :30 荏原文化センター ―
20 区内史跡を訪ね歩く＊4 5/11～7/13 木 13:30 品川歴史館（大井6－11－1）他 ―
21 初心者ウクレレ教室＊5 4/28～7/ 7 金 9 :30 五反田文化センター ―
22 楽しいコーラス 5/11～7/13 木 13:30 五反田文化センター ―
23 パソコン（Windows10）入門＊1・6・8 5/11～7/13 木 9 :30 こみゅにてぃぷらざ八潮 1,500
24 Wordでおえかき＊1・7・8・9 4/26～7/ 5 水 9 :30 中小企業センター 2,700

25 Excel2013の初歩（生活に役立つなるほどエクセル初級）＊1・6・8 5/12～7/14 金 13:30 こみゅにてぃぷらざ八潮 1,500

26 使える！インタ－ネット活用術＊6・8・10 5/10～7/12 水 14:30 こみゅにてぃぷらざ八潮 ―

27 Word＆Excel2010でつくる生活に役立つ定番書類＊1・7・8 4/26～7/ 5 水 13:30 中小企業センター 2,100

3年間にわたって幅広く学ぶ「ふれあいアカデミー」、趣味や実技を全10回で学ぶ「うるおい塾」などがあります。
楽しくしく学ぼうぼう

しながわ学びの杜
も り

　品川シルバー大学


