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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

今回も事前申込制で販売します。郵便局、商店街にあ
るちらしの専用応募はがきでご応募ください。
（応募多数の場合は抽選。先着順ではありません）
※専用応募はがき以外での申し込みは受け付けません。

※当選はがきがない場合は購入できません。

利用できない商品など
●公共料金や税金の支払い
●たばこの購入
●有価証券・商品券・プリペイドカード・切手・印紙・
官製はがき・ごみ処理券などの購入
※上記以外にも加盟店により、商品券を利用でき
ない商品・サービスなどがあります。あらかじめ
ご確認ください。

商品券を利用できるお店など
○区内の約2,000（大型店は除く）のお店
○しながわ水族館
○大和・国際・帝都・日本・荏原・チェッカーグループの各タクシー
会社
※詳しくは、品川区商店街連合会のホームページをご覧ください。
※商品券は、釣り銭のないようご利用ください。

このステッカーのある
お店で商品券を利用で
きます。

受付
期間 4月1111日㈫～2525日㈫（必着）

今回
る
（

10％お得な

プレミアム付き品川区内共通商品券
事前申込受付開始！

品川区商店街連合会（西品川1－28－3中小企業センター4階☎5498－5931 shoren.shinagawa.or.jp/）
商業・ものづくり課（☎5498－6332 Fax3787－7961）

問い合わせ

第2次販売第2次販売
販売期間終了後、売れ残り分がある場合は落選者の
中から第2次当選者を決定し、第2次販売を行います。
※当選はがきは5月27日㈯頃までに発送します。

販売場所・期間
区内42郵便局：6月2日㈮～9日㈮午前9時～午後5
時　※土・日曜日を除く。
品川区商店街連合会事務局：6月2日㈮～9日㈮午前
10時～午後6時　※土・日曜日も販売。　　

販売期間・場所 区 内 4 2 郵 便 局：午前 9時～午後5時  ※土・日曜日を除く。
品川区商店街連合会事務局：午前10時～午後6時  ※土・日曜日も販売。5月10日㈬～22日㈪

使用期限  9月30日㈯　
販売額  3億円（6万冊）※額面総額3億3,000万円分。 

販売単価  1冊5,000円　※500円券11枚つづり、5,500円分。　
※1人8冊（4万円）まで購入可能。

購入できる方  区内在住、在勤を問わずどなたでも購入できます
※商店街や商品券取り扱い商店主が購入することはできません。

事前申込の方法

ちらしを取得

※区内42郵便局、中小
企業センター（西品川1－
28－3）、商店街にて配布。

ちらしにある専用応募はがき
で購入場所を選んで申し込み
※1人1通のみ有効。52円切手を貼付
し郵送。

当選者のみに
当選通知
※5月6日㈯頃発送。

販売期間に指定購入場所で購入

※当選はがきと現金、本人であることの証明
書類（免許証、マイナンバーカード、保険証
など）を持参し購入する。　
※応募後の購入冊数・購入希望場所の変更
はできません。
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ファイル情報 
キッズクラブ

　ちびっこ水泳教室

日5・6・10月の火・木曜日
午後3時30分～4時30分（全25回）
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
人5歳～就学前のお子さん30人（抽選）
※午後3時20分の集合時間に集まれる方を募集します。
￥14,500円（登録費・保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申4月18日㈫（必着）までに、往復はがきで住所、氏名、
年齢、性別、保護者氏名、電話番号、幼稚園・保育園名
をスポーツ協会へ

　環境学習講座
　「‘ぷよぷよ’をすくって香りのビンを作ろう」

砂漠の緑化など環境にも役立っている高分子吸水体で実
験や工作をします。
日5月14日㈰午後2時～4時
講師／久保利加子（茨城県おもしろ理科先生講師）
人小学1～3年生と保護者18組（抽選）
場申4月24日㈪（必着）までに、往復はがきかFAXで講
座名、参加者の住所・氏名・学年・電話番号か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。

　第1期親子体操教室

日5月11日～6月29日の木曜日（全8回）
コース・対象・時間／
①パンダ（平成24年4月2日～26年4月1日生まれ）
＝午前9時15分～10時15分
②コアラ（平成26年4月2日～27年4月1日生まれ）
＝午前10時30分～11時30分
内マット､ トランポリン、ボール､ リトミック他
人各50組（抽選）　
￥各3,680円（保険料込）
場申4月19日㈬（必着）までに、往復はがきで教室名、コー
ス、住所、電話番号、親子の氏名（ふりがな）、お子さん
の生年月日・性別を戸越体育館へ

　ひとり親家庭学習支援事業　「ぐんぐんスクール」

①通年コース
日程（全20回・土曜日） 会場

6月10日・24日、7月15日・22日・29日、
8月5日・12日・19日、9月16日・30日、
10月14日・28日、11月11日・25日、
12月2日・16日
30年1月13日・27日、2月10日・17日

平塚橋
ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

※時間は午後2時～4時。
②夏期・冬期集中コース

日程（全10回） 会場

夏期 8月7日㈪・8日㈫・9日㈬・21日㈪・
22日㈫・23日㈬ きゅりあん

（大井町駅前）冬期 12月26日㈫・27日㈬
30年1月5日㈮・6日㈯

※時間は午前10時30分～午後4時。
―――――――――――　共　通　―――――――――――
内社会人や学生ボランティアによる個別型学習指導
人区内在住のひとり親家庭のお子さん①小学5・6年生10
人、中学・高校生30人②中学・高校生30人（先着）
持ち物／学習したい教材、筆記用具
申4月17日㈪～5月20日㈯に、電話かFAX、Eメールで番
号、住所、氏名、電話番号、学年、保護者氏名をキッズド
ア（☎ 070－6455－2480Fax5244－9991 gungun@
kidsdoor.net）へ
問子ども家庭支援課ひとり親相談担当☎5742－6589

　第9回区長杯こども将棋大会　参加者募集

初心者の方もご参加ください。
日5月14日㈰午前10時から　
※受け付けは午前9時30分から。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
対戦方法／段・級別リーグ戦
人区内在住か在学で、中学生以下のお子さん
申4月25日㈫（必着）までに、往復はがきに「こども将
棋大会」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
棋力（段・級の自己申告）、在学の方は学校名を文化観光
課文化振興係へ

〠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

　母乳相談

母乳の飲ませ方や母乳育児のポイントに
ついて、助産師の話を聞きます。
日5月11日㈭午後3時10分～4時10分
人おおむね1・2カ月児の母親20人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2903へ

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時

①品川保健
　センター 6/18㈰

9:30～12:30
13:30～16:30

②荏原保健
　センター 6/ 3㈯

9:30～12:30
13:30～16:30

③大井保健
　センター 6/10㈯

10:00～13:00
14:00～17:00

内もく浴実習、講義「赤ちゃんとの生活」、
マタニティリラクセーション他
人区内在住で、初めての出産を控えた妊
娠22週以降のカップル①②各回24組③
各回16組（選考）
申5月10日㈬（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、希望日時（第
3希望まで）、2人の住所・氏名・電話番号・
Eメールアドレス、出産予定日をポピン
ズ品川区係（〠150－0012渋谷区広尾5
－6－6広尾プラザ5階）へ
●区ホームページ⇒子ども・教育⇒「妊
娠・出産」⇒「妊娠中のサービス」⇒「二
人で子育て（両親学級）土日開催」から
も申し込めます。
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016
大井保健センター☎3772－2666

医療機関の24時間案内
●東京都保健医療情報センター （ひまわり）　 ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎5272－0303 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323

眼科の救急診療
日・月・水・
土曜日、祝日

東邦大学医療センター大森病院
大田区大森西6－11－1 ☎3762－4151

日・火・金・
土曜日、祝日

昭和大学病院附属東病院
西中延2－14－19 ☎3784－8383

木曜日
（祝日を含む）

荏原病院
大田区東雪谷4－5－10 ☎5734－8000

日曜日、祝日＝午前9時～翌日午前8時
月～金曜日＝午後5時～翌日午前8時
土曜日＝正午～翌日午前8時
※緊急手術や重症患者対応時は、診療
をお待ちいただくか他院を紹介する場
合があります。

行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

  小児平日夜間／午後8時～午後11時（受付は午後10時30分で終了）

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）

4月16日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650

　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355

　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分で終了）

4月16日㈰

 酒寄医院 東大井 2 －26－ 3 ☎3761－3250

 はやし歯科医院 西五反田 5 － 1 －23 ☎3493－1718

 荏原グランアート歯科医院 荏　原 7 － 5 － 3 ☎3787－8888

 滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496

 荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

  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）

4月15日㈯
　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650

　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

※重病の方は119番をご利用ください。　※受付時間にご注意ください。

お子さんの急な病気に困ったら
●小児救急電話相談　☎＃8000　IP電話などは☎5285－8898
　月～金曜日／午後6時～午後11時　土・日曜日、祝日／午前9時～午後11時
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健康ガイド 〠140－0001  北品川3－11－22  
☎3474－2225　Fax3474－2034

品川保健
センター

〠140－0014  大井2－27－20  
☎3772－2666　Fax3772－2570

大井保健
センター

〠142－0063  荏原2－9－6  
☎3788－7016　Fax3788－7900

荏原保健
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シニアクラブ
　シニアのための男の手料理教室
ひとり分を簡単に作る料理方法を一緒に学びま
せんか。
①品川介護福祉専門学校（西品川1－28－3）
日5月17日～7月19日の水曜日
午前10時～正午（全10回）
②荏原文化センター（中延1－9－15）
日5月18日～7月20日の木曜日
午前10時～正午（全10回）
―――――――――――　共　通　―――――――――――
人次の全てにあてはまる方①20人②16人（抽
選）
●区内在住で65歳以上
●今まで料理経験があまりない
●ひとり暮らしか、自分で食事を作る必要があ
る　※女性も可。
￥各10,000円（材料費込）
申4月21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
Fax5742－6882）へ

日5月12日㈮午前11時～午後1時30分　
場きゅりあん（大井町駅前）
内とりの野菜あんかけ、はと麦じゃこ梅ご飯、
コーンスープ、豆乳お汁粉
人70歳以上の方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5月2日㈫までに、電話で健康課健康づくり係
☎5742－6746へ

　70歳からの簡単健康料理教室　「季節の
　変わり目も元気に！体にやさしい料理」
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特別区立幼稚園教員採用候補者の募集
職種／教員（幼稚園）
勤務地／特別区の区立幼稚園（大田区・
足立区を除く）
人幼稚園教諭普通免許状を有し（30年4月
1日までに取得見込みも可）、昭和58年4月
2日以降に出生した者
第1次選考（筆記試験）／6月25日㈰
申込書配布場所／特別区人事・厚生事務
組合教育委員会事務局、品川区指導課（第
二庁舎7階）
申5月2日㈫（消印有効）までに、申込書
を特別区人事・厚生事務組合教育委員会
事務局人事企画課採用選考担当（〠102－
0072千代田区飯田橋3－5－1東京区政会
館17階）へ郵送か、5月8日㈪・9日㈫に
持参
※詳しくは www.tokyo23city.or.jp/
をご覧ください。
問同事務局人事企画課☎5210－9751
品川区指導課☎5742－6831

29年度の就学援助の申請を受け付
けます
公立小・中・義務教育学校へお子さんを通
学させている保護者の方に、学用品費や給
食費などを援助しています。援助を受ける
には、区内在住で所得が限度額を超えない
など一定の要件があります。援助費は申請
した月から30年3月まで支給します。
※28年度に認定されていた方も改めて申
請してください。
※詳しくは4月初めに学校から配布する
「就学援助のお知らせ」と「申請書」を確
認のうえ、提出してください。
※品川区外の公立学校に通学させている方
はお問い合わせください。
申4月28日㈮までに、申請書を学務課学事
係（〠140－8715品川区役所第二庁舎7
階☎5742－6828）へ郵送（4月30日消
印有効）か持参

65歳以上の方（第1号被保険者）に
介護保険料を通知します
　29年度の介護保険料納入通知書を4月
中旬に送付します。介護保険料は、29年
度の区民税情報を基に計算します。今回は
区民税が決定していないため、28年度の
区民税を基に仮算定し、6月に29年度の区
民税が決定後、再計算します。再計算後
の通知書は、7月中旬に送付します。
　なお、保険料段階が第3・4段階で一定
の要件を満たしている方には保険料が減額
される制度があります（特例減額）。詳しく
は通知書に同封のちらしをご覧ください。
問高齢者福祉課介護保険料係☎5742－6681

ものづくり商談会参加企業募集
新規取り引きや近隣企業との取り引きを増
やすきっかけとして、目黒区・板橋区・江
戸川区・北区と連携し、ものづくり商談会
を開催します。ぜひご参加ください。
日9月5日㈫午後1時～5時
場品川産業支援交流施設（北品川5－5－15）
対象／区内中小製造業者
募集期間／4月28日㈮まで
※申込方法など詳しくはお問い合わせください。
問商業・ものづくり課中小企業支援係
☎5498－6334

障害者福祉手当を支給します
4月20日㈭頃受給者の口座に振り込みま
す。対象となる方で申請をしていない方は
お問い合わせください。なお、申請時に
65歳以上の方は対象になりません。
※振込通知は年に一度、4月期にのみ送付。
人次のいずれかにあてはまる方
○身体障害者手帳1～3級　○愛の手帳1～
4度　○脳性まひ・進行性筋萎縮症　○戦
傷病者手帳特別項症～第4項症　○規則に
定める特殊疾病にり患している　○精神の
障害により1級の障害基礎年金などを受給
している
※児童育成手当（障害手当）にあてはまる方、
障害者支援施設や特別養護老人ホームなどの
施設へ入所している方は対象になりません。
※所得制限額（扶養のない方で3,604,000
円）を超えている方は対象になりません。
※所得超過により対象でなくなった方も、
翌年度以降の所得が制限基準内になれば、
再び申請できる場合があります。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707Fax3775－2000）

非自発的失業者の国民健康保険料を
軽減しています
人次の全てにあてはまる64歳以下の方
●雇用保険受給資格者証の離職年月日が
26年3月31日以降
●雇用保険受給資格者証の離職理由が特
定受給資格者（コード11・12・21・22・
31・32）か特定理由離職者（コード23・
33・34）
※雇用保険受給資格者証の右上に、「高」か
「特」の表示のある方は対象外です。
※失業前から国民健康保険の被保険者の
方も対象です。
軽減期間／27年4月以降の加入期間で、失
業日の翌日の月からその翌年度末まで
※29年3月31日離職の場合、29年4月～
31年3月。
保険料の算定方法／対象者の給与所得を
100分の30として賦課基準額を計算
※高額療養費の支給に係る自己負担限度
額の算定の際も、同様の軽減措置がありま
す。
申雇用保険受給資格者証と品川区国民健
康保険被保険者証の写しを国保医療年金
課資格係（〠140－8715品川区役所本庁
舎4階）へ郵送か持参
※すでに申請した方は、軽減期間内の再度
の申請は不要です。　
※申請時の離職年月日と違う離職年月日の
雇用保険受給資格者証をお持ちの方は再
度申請してください。　
※申請は雇用保険受給資格者証の交付以
降となりますが、軽減措置は失業日の翌日
に遡って適用となります。保険料は年間保
険料で計算し直し、納期の来ていない月で
調整します。
問国保医療年金課資格係☎5742－6676

シルバー人材センター入会出張相談
働く意欲のある方、シルバー人材センター
で仕事をしてみませんか。
日4月21日㈮午前10時～午後3時
場大井第三区民集会所（西大井4－1－8）
人区内在住で、60歳以上の方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713

立候補予定者説明会
7月2日㈰に行われる東京都議会議員選挙
（品川区選挙区）に立候補を予定している
方を対象に、説明会を開催します。
日5月19日㈮午後1時30分から
人立候補予定者1人につき2人以内
場参当日、253会議室（第二庁舎5階）へ
問選挙管理委員会事務局☎5742－6845

介護職員初任者研修受講費用を助成
します
人4月1日～30年3月31日に介護職員初任
者研修を修了し、原則としてこの事業に参
加する介護事業者に勤務か勤務予定の方
助成額／4万円を上限（実費、テキスト代除く）
※雇用されない場合、助成を受けられない
ことがあります。詳しくはお問い合わせい
ただくか区ホームページをご覧ください。
問高齢者福祉課支援調整係☎5742－6728

工場現状調査票にご協力ください
区内の工場の現状と有害物質の使用状況を
把握するため、調査票を郵送します。変更の
有無に関わらず返送してください。工場を新
設する時や、建物・設備を変更・廃止・移転
などをする時は、届け出が必要です。関係法
令に基づく届け出をしているか確認してくだ
さい。詳しくはお問い合わせください。
問環境課指導調査係☎5742－6751

ものづくり企業立地継続支援事業申
請を受け付けます
区内ものづくり企業立地継続のため、東京
都と品川区が連携し操業環境の改善（防
音・防振・防臭など）を目的とした現工場
の改修費用、一時移転に伴う費用、設備
更新などの費用の一部を助成します。
対象／区内に工場を持つ中小製造業者
助成金額／対象経費の4分の3（上限375
万円）
申請期限／4月28日㈮
問商業・ものづくり課中小企業支援係
☎5498－6334

メードイン品川PR事業認定製品・
技術を募集します
優れた製品・技術を「メードイン品川」ブ
ランドとして認定し、指定展示会への出展、
PR経費の補助（上限20万円）、動画作成な
ど販売促進の支援をします。
募集期間／5月31日㈬まで
資格／区内に1年以上主な事業所を置く中
小製造業者・情報通信業者
対象／自社で開発した製品・技術で、現在
販売しているもの
問商業・ものづくり課中小企業支援係
☎5498－6334

マンション管理組合の無料相談会
●維持管理・管理組合の運営
日第2・4水曜日午後1時～4時
（1組合1回1時間程度）
相談員／マンション管理士
●大規模修繕・建替【新規】
日第3火曜日午後1時～4時
（1組合1回1時間30分程度）
相談員／弁護士、一級建築士、マンション
管理士
―――――――――　共　通　―――――――――
申相談日の1週間前までに、電話で住宅課
住宅運営担当☎5742－6776へ

親元近居支援事業
（三世代すまいるポイント）
区内で、親と近居か同居することになった
ファミリー世帯に対し、転入・転居費用の
一部を「三世代すまいるポイント」として
交付します（上限10万ポイント、区内共
通商品券などと交換できます）。
申し込みの主な要件／
①子世帯に中学生以下のお子さんがいる
②子世帯が区外から転入したか親子の住
居間が1,200m圏内（直線距離）になるよ
うに親・子いずれかの世帯が区内転居した
③近居・同居の翌月から3カ月以内である
④親か子世帯が区内に1年以上居住している
※詳しくは住宅課で配布する募集案内をご
覧ください。区ホームページからもダウン
ロードできます。
問住宅課住宅運営担当☎5742－6776

住宅のエコ・バリアフリー改修工事
費用の一部を助成します
対象／次の全てにあてはまる工事
①着工前
②区内業者に発注して行う既存住宅の改修
③他の助成制度などを利用していない
④次のいずれかの工事を含み、全体工事
金額が10万円以上

エコ改修
LED照明器具設置、遮熱性塗装、
日射調整フィルム設置、窓や外
壁の断熱改修など

バリアフ
リー改修

手すり設置、段差解消、トイレ
や浴室の改修など

その他の
工事

屋根の軽量化、外壁耐火パネ
ルの設置、防犯ガラス・扉など
の設置など

申込者の主な要件／
①個人
●工事対象住宅に居住しているか改修後
に居住する方
●工事対象住宅の所有者か賃借者の方　
※賃借者の場合は所有者から工事の承諾
を得ていること。
●前年合計所得が1,200万円以下の方
②民間賃貸住宅個人オーナー
●区内に賃貸住宅を所有している個人の方
●前年合計所得が1,200万円以下の方
③マンション管理組合
●共用部分の工事である
●対象工事について総会などで区分所有
者の承認が得られている
助成額／工事金額の10％（上限20万円。
賃貸住宅個人オーナー、管理組合が申込
者の場合は上限100万円）
申着工前に工事着手届と必要書類を住宅
課住宅運営担当（本庁舎6階☎5742－
6776）へ持参
※詳しくは同課で配布する募集案内をご覧
ください。区ホームページからダウンロー
ドもできます。

暮らし・しごと応援センター
生活上の不安や困っていることを一緒に考
え、一人ひとりの状況に応じた相談・支援
を行います。
人区内在住の方
（生活保護受給中の方は対象外）
開設時間／月～金曜日午前9時～正午・午
後1時～5時　※祝日・年末年始を除く。
場問暮らし・しごと応援センター
（第二庁舎3階☎5742－9117）

お知らせ！

総合窓口電話

3777－11573777－1157
午前9時～午後5時　
※土・日曜日、祝日を除く。

・カラスの巣や落下したヒナが原因で威嚇や攻撃などを受けて困っている場合
・アライグマやハクビシンが屋根裏などに住みつくなどで困っている場合

○○外来種の目撃情報や公園・道路での動物に関する相談もお待ちしています。外来種の目撃情報や公園・道路での動物に関する相談もお待ちしています。

カラス・外来種（アライグマ・ハクビシン）総合窓口にご相談ください

問い合わせ／環境課指導調査係☎ 5742－6751



2017年4月11日号4

平日、区役所に来庁するのが難しい方のため、日曜日に区役所で戸籍・住民票な
どの届け出の受け付けや証明書発行などを行っています。

●祝日と重なる日も開庁します。
●年末年始の日曜日は閉庁します。

●他区市町村などへの確認が必要なものは、すぐに取り扱いできない場合があります。
●手続きの際には、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード（個人番号カー
ド）など本人確認ができるものをお持ちください。
●戸籍の届書は、窓口開設時間帯以外でも2階「夜間休日受付」（年中無休24時間）でお預かりします。
●第二庁舎特設会場でマイナンバーカード（個人番号カード）の交付（事前予約）と区に返戻された
通知カードの交付を行っています（29年4月30日まで。5月からは通常窓口で行います）。

業務内容 担当課
出生・死亡・婚姻・離婚・転籍などの届書の受領＊1、埋火葬許可証の交付など 戸籍住民課戸籍届出係
戸籍・除籍全部（個人）事項証明書、改製原戸籍謄（抄）本、戸籍の附票、身
分証明書の交付、住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録申請、印鑑
登録証明書の交付など＊2

戸籍住民課証明交付係

転入・転出などの異動届、特別永住者証明書の申請、電子証明書の申請・マイ
ナンバーカードの交付・通知カードの再交付申請など＊3 戸籍住民課住民異動係

国民健康保険資格取得・喪失・変更申請、国民健康保険証の交付＊4 国保医療年金課資格係
国民健康保険料の納付・口座振替の手続き 国保医療年金課収納係
後期高齢者医療保険料の納付・口座振替の手続き 国保医療年金課高齢者医療係
介護保険料の納付・口座振替の手続き 高齢者福祉課介護保険料係
妊娠中の転入に伴う妊婦健康診査受診票の交換などの手続き＊5 健康課保健衛生係
児童手当の申請 子ども家庭支援課児童手当係
子どもの医療証交付申請 子ども家庭支援課医療助成係
就学指定通知書の交付（転入・転居時の通学区域指定校のみ） 学務課学事係
特別区民税・都民税の納課税証明書の交付＊6、軽自動車税の納税証明書の交付 税務課税務係
特別区民税・都民税の納付・口座振替の手続き、軽自動車税の納付 税務課収納管理係
＊1 原則として受理証明書などの即日発行、変更後の氏名での転出入届などの手続きはできません。
＊2 広域交付住民票の交付は取り扱いできません。
＊3 日によって取り扱いできない業務があります。詳しくはお問い合わせください。
＊4  保険証は原則として郵送交付ですが、希望により、本人確認のうえで交付します。保険証の記載内容変更

の場合は、保険証を持参してください。
＊5 母子健康手帳を持参してください。
＊6 特別区民税・都民税の申告が無い場合は交付できません。

火曜日は夜間延長窓口を行っています

区役所の一部は日曜日も開庁日曜日も開庁しています
問い合わせ　　☎3777－1111（代表）

取扱業務（取り扱うことのできる業務は限られています）

日時
火曜日午後5時～7時　※祝日と年末年始を除く。

取扱業務
●戸籍・住民票の届け出、証明書の発行　
●国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の届け
出、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付
●介護保険料の納付
●特別区民税・都民税の納税・課税・非課税証明
書の発行　
●特別区民税・都民税・軽自動車税の納付や納付
相談　など

※他区市町村に確認が必要なものについてはすぐに
取り扱いできない場合があります。
※手続きの際には、本人確認ができるものをお持ちく
ださい。

日曜日午前8時30分～午後5時
日　時

区役所本庁舎3階フロア
場　所

住民票などの取得に関すること、マイナンバーカード・コンビニ交付に関すること：戸籍住民課住民異動係（☎5742－6660 Fax5709－7625）
住民税の証明書に関すること：税務課課税担当（☎5742－6663～6 Fax5742－7108）

マイナンバーカード（個人番号カード）
を利用して、住民票、印鑑登録証明書、
特別区民税・都民税課税（非課税）・納
税証明書を取得できます。

利用
時間

手数
料

必要
な物

午前6時30分～午後11時
（12月29日～1月3日、システム保守点検日を除く）

200円
（窓口での手数料より100円安価）

利用者証明用電子証明書を登録したマイナンバーカード（利用時に4ケタの暗証番号の入力が必要です）
※詳しくは区ホームページをご覧ください。

住民票の写しなどの証明書が全国のコンビニエンスストア（　　　）で取得できます！マルチコピー機
設置店舗

対象となる方の主な活動拠点
となる施設や学校（在学・卒
業）などに掲げる横断幕や懸
垂幕を作製し、区ホームペー
ジなどでお知らせします。

推薦書／随時受け付け
※推薦書は、文化観光課（第
二庁舎6階）で配布します。
区ホームページからダウン
ロードもできます。

文化芸術・スポーツ活動の顕彰制度
品 区 化 ポ ツ が き 彰川 文 ス ー か や 顕

※利用申し込みは、現地に直接予約してください。
※上記の利用料金は、各地域センターや地域活動課（第二庁舎6階）で配布す
る「割引利用券」を提出することが条件です。
※＊印の町営施設については、地域活動課で宿泊助成を行っています。

●交流市町村の宿泊施設
地区 施設名 電話 利用料金

神奈川県
山北町

中川

信玄館 0465－78－3811 14,040円～
魚山亭やまぶき 0465－78－3911 9,720円～
ホタルの里蒼の山荘 0465－78－3311 12,830円～
丹沢荘 0465－78－3631 7,380円～
丹沢ホテル時之栖 0465－78－3621 8,000円～

神尾田 落合館 0465－78－3190 7,290円～

山梨県
早川町

西山温泉
慶雲館 0556－48－2111 19,845円～
蓬莱館 0556－48－2211 11,550円～

七面山入口 俵屋旅館　 0556－45－2521 9,450円～

大原野
ヘルシー美里＊ 0556－48－2621 6,750円～
同コテージ＊ 0556－48－2621 ～ 5,250円

黒桂 野鳥公園キャビン＊ 0556－48－2621 ～ 8,400円
雨畑湖 ヴィラ雨畑＊ 0556－45－2213 6,750円～

区と交流のある神奈川県山北町・山梨県早川町は、雄大な自然に囲まれ、四
季折々の景色と山の幸に恵まれています。町の人たちの人情に触れて、ゆっ
たりとした時間をお過ごしください。
問い合わせ／／地域活動課市町村交流担当☎5742－6856

水と緑の交流市町村を訪ねてみよう水と緑の交流市町村を訪ねてみよう

スマホで読める！ 広報しながわ　デジタルブック配信中！
〇ブラウザでもアプリでも、スマホやタブレットで読める
〇６言語で読める【日・英・中（簡体）・中（繁体）・韓・タイ語】
〇音声読み上げもできる　〇文字サイズを調整できる

※ブラウザ版は音声読み上げには対応しておりません。
　音声読み上げには、無料アプリ（カタポケ）のインストールが必要です。

対象／区内在住・在勤・在学で、主たる活動の拠点
が区内にある個人や団体で次にあてはまる方
中学生以下：官公庁かこれに準じる団体などが主催
する「都内規模の大会で優勝」した場合
高校生以上：官公庁かこれに準じる団体などが主催
する「全国的な規模の大会に出場」が決定した場合
か「入賞以上の成績」を収めた場合
※事前に予選や選抜などが行われない競技会や民間
企業などが主催するイベント的要素の高い大会など
については対象外です。
問い合わせ／文化観光課文化振興係☎5742－6836
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北
品
川

コイケ 北品川 1 － 1 －17
かもめ第一工房 北品川 3 － 7 －21
あみや酒店 北品川 5 －14－12

東
品
川

北野屋商店 東品川 1 －29－ 8
イオン品川シーサイド店 東品川 4 －12－ 5

八
潮

品川区資源化センター 八　潮 1 － 4 － 1
品川総合福祉センター 八　潮 5 － 1 － 1
CityMarket品川八潮店 八　潮 5 － 2 － 2
スーパーバリュー品川八潮店 八　潮 5 － 5 － 3

勝
島ホーマック大井競馬場前店 勝　島 1 － 6 －16

南
品
川

山崎商店 南品川 1 － 7 －23
平野屋堀江商店 南品川 2 － 7 －12
稲垣商店 南品川 2 － 9 －11
富田屋工業所 南品川 2 －10－ 5
田中石油 南品川3－6－6－101
ライスセンターいしかわ 南品川 4 － 5 －26
おいしい地酒の店ワダヤ 南品川 5 －14－14

東
大
井

飯田屋酒店 東大井 1 － 2 － 7
まるしん百貨店 東大井 2 －27－ 8
桝広商店 東大井 3 －16－21

南
大
井

アステム 南大井 3 －16－ 5
千種屋酒店 南大井 4 － 3 －16
お茶の萬寿園 南大井 5 －12－ 9
共益商会大森営業所 南大井 6 － 8 －11
西友大森店 南大井 6 －27－25

大
井
イトーヨーカドー大井町店 大　井 1 － 3 － 6
大黒屋中沢酒店 大　井 1 －41－ 9

上
大
崎

ワインショップ西川 上大崎 2 －15－16
ザ・ガーデン自由が丘目黒店 上大崎 2 －16－ 9
東急ストア目黒店 上大崎 2 －24－13
東急ストアプレッセ目黒店 上大崎 3 － 1 － 1

東
五
反
田

千代田産業 東五反田 1 － 2 －45
東急ストア五反田店 東五反田 2 － 1 － 2
柴崎 東五反田 3 －17－20

西
五
反
田

亀屋酒店 西五反田 1 －11－ 5
桑原商店 西五反田 2 －29－ 2
コミュニティーストアかむろ坂下すずき 西五反田 3 －13－11
スーパーオオゼキ目黒不動前店 西五反田 4 － 8 － 8
マルエツプチ不動前店 西五反田 5 － 9 － 2
ヒラサワ 西五反田 5 －23－14
斉田商店 西五反田 5 －32－18

大
崎
全日食アサヒヤ 大　崎 2 － 6 －16
渋谷商店 大　崎 3 － 5 － 7

平
塚

川崎薬局 平　塚 1 － 9 － 1
スーパーオオゼキ戸越銀座店 平　塚 2 －18－ 9
クリーニング・ヤマムラ 平　塚 2 －18－10

西
品
川

井本商店 西品川 2 －13－ 4
尾針商店 西品川 3 －20－ 3

西
中
延
美保産業 西中延 1 － 3 －23

戸
越

エム・エイ・シー 戸　越 1 －17－13
近江屋早部酒店 戸　越 4 － 5 －12
スーパーオオゼキ戸越公園店 戸　越 4 － 9 －18
近江屋酒店・戸越公園駅前 戸　越 5 －19－13

豊
町

金子商店 豊　町 5 － 5 － 5
菊池石油 豊　町 6 － 6 － 2
越後屋酒店 豊　町 6 －31－ 7

中
延

荏原医師協同組合 中　延 1 － 7 －12
白鳥堂事務器文具店 中　延 2 － 6 －22
東急ストア荏原中延店 中　延 2 － 8 － 1
山本金物店 中　延 2 －13－10
東急ストア中延店 中　延 4 － 5 － 7
酒のこむろ 中　延 5 － 9 －13

東
中
延

清水屋金物店 東中延 2 － 1 －19
荏原酒販協同組合 東中延 2 － 5 － 7
中延商店街振興組合 東中延 2 － 7 －19

西
大
井

ヤマモトテレビ 西大井 4 －18－14
ステーショナリーマツイ 西大井 5 － 8 －13

二
葉

スーパー丸正食品大井町店 二　葉 1 －11－ 5
武蔵屋飯塚商店 二　葉 2 －14－ 8
伊勢彦酒店 二　葉 3 －27－ 1
スーパー丸正食品二葉町店 二　葉 4 － 9 －10

旗
の
台

ほしも 旗の台 2 －13－16
スーパーオオゼキ旗の台店 旗の台 4 － 3 － 3

小
山

スーパーオオゼキ武蔵小山店 小　山 3 －22－ 3
武蔵小山商店街振興組合 小　山 3 －23－ 5
ENEOS マインズ武蔵小山SS 小　山 4 －14－14
下宮商店 小　山 6 －10－ 7

荏
原
酒と食品の店三木 荏　原 1 － 2 － 2
佐藤雑貨店 荏　原 2 － 4 －16

コンビニエンスストア（区内全店舗）

サークルK、サンクス、スリーエフ、セブン-イレブン
デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ
ローソン

区外でも有料ごみ処理券が購入できます

大
田
区

東急ストア大森店 大森北 1 － 6 －16
キク薬局 山　王 1 －44－ 2
盈進商事タクシーキヨスク 東糀谷 3 －16－10
タジマヤ大田支店 千　鳥 2 －39－18

渋
谷
区
かどや不動産 恵比寿西 1 － 1 － 1

目
黒
区

セブン-イレブン武蔵小山西口店 目黒本町 3 － 5 － 6
東急ストア洗足店 洗　足 2 －21－ 1

★有料ごみ処理券（シール）販売所 29年3月31日現在

事業者が責任を持って自己処理することが原則です。でき
ない場合は有料ごみ処理券を貼って出してください。

事業系有料ごみ処理券料金　
70ℓ券（1セット 5枚）→ 2,415円
45ℓ券（1セット10枚）→ 3,100円
20ℓ券（1セット10枚）→ 1,380円
10ℓ券（1セット10枚）→ 690円

※10月1日から料金が改定される予定です。

事業系のごみ・資源

事業系リサイクルシステム
お店や会社など事業活動に
伴って出される資源を安価
に回収します。

回収品目／新聞・雑誌・ダ
ンボール・紙・シュレッダー
くず・飲食用びん・缶

問品川区リサイクル事業協同組合カムズ
（☎3494－8685Fax3779－3238）

品川区有料ごみ処理券品川区有料ごみ処理券（シール）（シール）
取扱所をお知らせします取扱所をお知らせします
　事業系ごみ・資源、家庭から出る粗大ごみの収集・
持ち込みは全て有料です。
　「事業系有料ごみ処理券」「有料粗大ごみ処理券」は、
「品川区ごみ処理券取扱所」の掲示のある商店・スーパー
マーケット・コンビニエンスストアでお求めください。

問い合わせ／品川区清掃事務所
（☎3490－7051 Fax3490－7041）

品川区粗大ごみ受付センター
☎5715－1122に申し込み、
案内された収集日・持ち込み
日までに有料粗大ごみ処理券
を購入し、粗大ごみに貼って
ください。

粗大ごみ

見本

有料粗大ごみ処理券
Ａ券（1枚200円）
Ｂ券（1枚300円）

※事業系の粗大ごみ
の収集・直接持ち込
みはできません。清
掃事務所で収集業者
を案内します。

ボランティア募集
品川区地域貢献ポイント事業

さわやかサービス協力会員募集

●話し相手
高齢者施設で話し相手をします。
日週1回（月～土曜日）
9:00～16:00
場サニーデイサービス（西大井5）
●歌や楽器演奏　ポ
高齢者施設で歌や楽器の演奏をし
ます。
日月1回　※日にちは応相談。
14:00～16:00
場ケアホーム西大井こうほうえん
（西大井2）
●手芸クラブ手伝い　ポ
高齢者施設で利用者の手芸クラブ
の手伝いをします。
日週1回13:15～14:30
場デイサービスセンター八潮陽だ
まり（八潮5）

●春光カフェの手伝い　ポ
高齢者施設でカフェの準備や接客、
片付けなどをします。
日月1回（第4日曜日）
12:30～16:30
場西大井在宅サービスセンター
（西大井2）
●入浴後のお世話　ポ
高齢者施設で利用者の入浴後の手
伝いや、誘導などをします。
日週1回～（月・火・木・金曜日）
10:00～11:30　13:30～15:00
場かえで荘（八潮5）
●食事手伝い　ポ
高齢者施設で食事の盛り付けやお
茶入れ、配膳下膳などをします。
日週1回11:30～13:00
場荏原特別養護老人ホーム（荏原2）

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。

品川ボランティアセンター☎5718－7172
高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

さわやかサービス☎5718－7173
 shinashakyo.jp/sawayaka/

品川ボランティアセンター☎5718－7172
 shinashakyo.jp/volunteer/

さわやかサービスは高齢者や障害者を対象とし
て、家事援助を中心に、区民相互の助け合いを支
援する有償のボランティア活動です。地域の助け
合い活動に参加しませんか。
内掃除、食事作り、外出の付き添い、福祉車両（車
いすごと乗れる車両）の運転など

人18歳以上の方（福祉車両の運転は登録時69歳以下）
謝礼／1時間800円（交通費支給）
【協力会員募集説明会】
日4月18日㈫午後2時～3時
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

■使用済みの切手・テレホンカード類（未使用も可）を品川ボランティアセンター（〠140－0014大井1－14－1）へ送ってください

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定
するボランティア活動1回につき、1ポイントを差
し上げています（年間50ポイント上限）。ためたポ
イントは区内共通商品券への交換か、福祉施設な
どに寄付ができます。事前にボランティアセンター
や対象施設などで申し込みが必要です。　

※登録者には「はつらつカード」を発行します。
人区内在住でおおむね60歳以上の方
対象施設／区が指定する高齢者施設、障害者施設
など（さわやかサービス、ほっと・サロン、支え愛・
ほっとステーションでの活動も含まれます）
※詳しくはお問い合わせください。

取扱所には
このステッカーが
貼ってあります！

ポ

ポ
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講座・講演

しながわ防災学校　防災区民組織コース
地域防災ベーシックコース受講生募集
地域防災力の向上を図るうえで必要な知
識・技能を習得し、地域の防災リーダーを
養成する研修を開催します。

日程 対象
5月21日㈰ 品川地区にお住まいの方
5月27日㈯ 大井地区にお住まいの方
6月 3日㈯ 八潮地区にお住まいの方
6月 4日㈰ 大崎地区にお住まいの方
6月10日㈯ 荏原地区にお住まいの方
※時間は午前9時30分～午後5時。
※町会・自治会を母体とした防災区民組織
から推薦された方と合同で行う研修です。
場しながわ防災体験館（防災センター2階）
内災害対応に必要な基礎知識、災害発生
直前・直後の対策、避難生活以降の対策、
地域で取り組むべき対策など
人18歳以上の方各5人（抽選）
申4月28日㈮までに、しながわ防災学校
ホームページ bousaigakkou.city.shina
gawa.tokyo.jp/の専用フォームか電話でサ
イエンスクラフト☎6380－9062へ
問防災課啓発・支援係☎5742－6696

東京都子育て支援員研修（第1期）
受講者募集
小規模保育や家庭的保育などの従事に必
要な知識や技能などを有する「子育て支援
員」の養成研修を実施します。
人区内在住か在勤で、子育て支援員とし
て活動する意欲のある方
申込期限／4月25日㈫
○研修内容や申込方法など詳しくは、東京
都福祉保健財団ホームページ www.
fukushizaidan.jp/111kosodateshien/を
ご覧いただくか、同財団福祉人材養成室☎
3344－8533へお問い合わせください。
問子ども育成課☎5742－6596

しながわ学びの杜
も り

専門講座
「世界をつなぐ商船物語」
船の技術などを様々な視点から学びます。
日程（全6回） テーマ・講師

6月 9日㈮ 英国紅茶文化とクリッパー船杉本卓（青山学院大学教授）

6月16日㈮ 帆船の構造と航海術國枝佳明（東京海洋大学教授）

6月23日㈮ 遣唐使船と天平文化佐多芳彦（立正大学教授）

6月30日㈮ 船舶の安全運航システム竹本孝弘（東京海洋大学教授）

7月14日㈮
エルトゥールル号がつないだ翼
今井宏平（日本貿易振興機構
アジア経済研究所研究員）

7月21日㈮

日章丸と日本とイラン
坂梨祥（日本エネルギー経済
研究所中東研究センター研究
主幹）

※時間は午後6時30分～8時30分。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人16歳以上の方100人（抽選）
￥1,500円
申5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、手話通訳希望の有無を
文化観光課生涯学習係へ

星薬科大学公開講座
先端科学創造シンポジウム　　  電子
日5月18日㈭午後3時30分～5時
場同校（荏原2－4－41）
内「会話を超えるコミュニケーション～
シート型脳波センサーによる感情の可視化
と社会実装～」
講師／関谷毅（大阪大学産業科学研究所
教授）
人16歳以上の方100人（抽選）
申5月8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

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5月8日㈪・9日㈫
午前9時30分～午後3時
内講義、保育園実習他
人区内在住で、子育て支援に関心のある
方
場申4月21日㈮（必着）までに、往復はが
きかFAXに「ファミリーサポート」とし、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話・
FAX番号、受講の理由を社会福祉協議会
（〠140－0014大井1－14－1☎5718－
7185Fax5718－0015）へ

園芸講座「春の寄せ植え」
シモツケソウとヤクシマススキをこけ玉に
植え替えてオブジェを作ります。
日5月25日㈭午後1時30分～3時30分
講師／角方悦子（秋草会会員）
人中学生以上の方20人（抽選）
￥500円
持ち物／作品を持ち帰るビニール袋、　エ
プロン、園芸用手袋
場申4月19日㈬（必着）までに、往復はが
きで講座名、参加者の住所・氏名・年齢・
電話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☎5742－
6533）へ
※ www.shinagawa-eco.jp/からも申
し込めます。

消費生活教室 ｢お洗濯講座」
自宅でできる冬物衣料やダウンジャケット
の洗濯の仕方を学びます。
日4月25日㈫午後2時～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）
人30人（先着）
申電話で、消費者センター☎5718－7181へ

愛犬と一緒に楽しむための
しつけ教室
日4月30日㈰

時間 場所
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30分

東品川海上公園
（東品川3－9）

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☎5742－6526

昭和大学パートナーシップ講座  電子

「暮らしと健康～QOL（生活の質）の高い生
活を送るため－その治療を受けるか断るか」
日程 テーマ・講師

5月13日㈯

患者さんに負担の少ない、安
全な消化管手術をめざして
村上雅彦（同大学医学部外科
学講座教授）
明るく健康な生活にとって、
当たり前だけど大事なこと
齋藤司（同大学医学部総合診
療医学講座准教授）

5月27日㈯

がんへの放射線治療
加賀美芳和（同大学医学部放
射線医学講座教授）
肺がんは怖い病気ではない
北見明彦（同大学横浜市北部
病院呼吸器センター准教授）

※時間は午後1時～4時。
場同大学（旗の台1－5－8）
人16歳以上の方200人（抽選）
申4月26日㈬（必着）までに、往復はがき
で講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号、手話通訳の有無を文化
観光課生涯学習係へ

〠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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　品川グラウンド・ゴルフ教室
日4月23日～30年3月25日第4日曜日午前9時～正午
￥1回100円　
運営／スポクラ・しながわ
場参運動のできる服装で、飲み物・タオルを持って直
接浅間台小学校（南品川6－8－8）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　ゴルフ大会
日5月24日㈬午前7時45分現地集合
場ゴールド木更津カントリークラブ（千葉県君津市）
人64人（抽選）　
￥5,000円、会員4,000円
（プレー費8,980円・交通費別）　
※プレー費にはカート代・昼食代・飲み物代を含む。
主催／品川区ゴルフ連盟
申4月27日㈭（必着）までに、往復はがきに「ゴルフ
大会」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電
話番号、ハンディキャップをスポーツ協会へ

　シルバーピンポン＆初心者卓球教室
日5月10日～6月28日の水曜日
午後0時30分～2時30分（全8回）
場総合体育館　
人40人（抽選）
①シルバーピンポン＝60歳以上の方
②初心者卓球教室＝59歳以下の初心者
￥①2,500円②4,000円（ボール代・保険料込）
申4月24日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、
番号、住所、氏名、年齢、電話番号、経験の有無をスポー
ツ協会へ

　初心者硬式テニス教室

①5月11日～6月12日の月・木曜日
午前9時30分～11時30分（全9回）
※5月15日を除く。
託児／3歳以上のお子さん10人（抽選）
※おやつ代など1人1,350円。2人以下は中止。
②5月11日～6月29日の木曜日
午後7時～9時（全8回）
―――――――――――　共　通　―――――――――――
場総合体育館
人学生を除く16歳以上の方各40人（抽選）
￥各5,000円（ボール代・保険料込）
申4月24日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、
番号、住所、氏名、年齢、電話番号、①は託児希望の
有無をスポーツ協会へ

　八潮地区バドミントン教室
日4月～30年3月までの祝日午後2時～4時（全13回）
※5月4日・5日、30年1月1日を除く。
￥1回100円　※中学生以下無料。
運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き・飲み物・タオ
ルを持って、直接八潮南特別養護老人ホーム（八潮5
－9－2）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　立会地区月1バドミントン教室
日4月～30年2月の第3土曜日午後6時30分～8時30分
￥1回100円、小学生以下50円
運営／立会地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き・飲み物・タオ
ルを持って、直接立会小学校（東大井4－15－9）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

レッツ スポーツ

　第67回品川区民スポーツ大会（春季）
申申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ（4月17日㈪を除く）
競技名 日程 会場 締切日 費用 内容

バレーボール
5月 7日㈰
14日㈰
21日㈰

総合体育館他 4月26日㈬ 1チーム3,000円

5/7・14家庭婦人（9人制）
5/21一般男子・女子（9人制）
※代表者会議は5/3㈷午後7時から総合
体育館

柔道 5月28日㈰ 戸越体育館 4月26日㈬
500円

小中高生300円

〇小学低学年の部　〇小学高学年の部
〇中学1年の部　〇中学2年の部　〇中
学3年の部　〇男子無段の部　〇男子
有段の部　〇女子無段の部　〇女子有
段の部　※体重別
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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実践英会話〈中級〉
日4月25日～6月20日の火曜日
午後7時～8時30分（全8回）
※全10回のうち3回目からの途中入会。
※4月18日㈫の体験受講（500円）が必要。
人10人（先着）　
￥17,600円
②基礎からはじめる絵画
日4月14日～6月23日の金曜日
午前10時～正午（全6回）
人15人（先着）　
￥10,500円（教材費込）
③ゴスペルJ

ジ ョ イ

OY
日4月14日～6月23日の金曜日
午後7時～8時30分（全6回）
人15人（先着）　
￥8,100円（教材費込）
④日本画入門
日4月25日～6月27日の火曜日
午後0時30分～3時（全5回）
※全6回のうち2回目からの途中入会。
人15人（先着）　￥8,000円
⑤思い出に残る写真を撮りませんか
日5月11日～6月1日の木曜日
午後1時30分～3時（全4回）
人15人（先着）　￥8,000円
⑥【八潮教室】趣味の仏像彫刻
日4月17日～6月19日の月曜日
午後2時～4時（全9回）
※全10回のうち2回目からの途中入会。
人10人（先着）
￥16,200円（教材費・テキスト代別）
―――――――――　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

催　し
第118回品川区合唱祭
出演団体募集
日6月18日㈰午前11時開演
（午前10時30分開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
講評者／安達陽一（合唱指揮者）
人区内で活動するアマチュアのコーラスグ
ループ
※演奏時間は1団体8分以内。
￥1グループ6,000円
申5月1日㈪（必着）までに、往復はがき
に「合唱祭」とし、グループ名、参加人数
（男・女別）、予定曲目、演奏時間、連絡
担当者の住所・氏名・電話番号・FAX番
号を文化観光課文化振興係へ

春季品川区将棋大会　参加者募集
初心者の方もご参加ください。
日5月14日㈰午前10時から
※受け付けは午前9時30分から。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
対戦方法／段・級別リーグ戦
人高校生以上の区民の方
申4月25日㈫（必着）までに、往復はがき
に「将棋大会」とし、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号、棋力（段・級の自
己申告）、在勤・在学の方は勤務先の所在地・
名称、学校名を文化観光課文化振興係へ
※中学生以下のお子さんは2ページをご覧
ください。

移動図書館「ほんのにわ」特別企画
“絵本のよみきかせ”
日4月22日㈯午前11時～11時30分
※雨天中止。
場しながわ中央公園（区役所前）
問同公園管理事務所☎5740－5037
公園課☎5742－6526

品川清掃工場見学会
日4月22日㈯午前10時～11時30分
※現地集合・解散。
内ビデオなどによる説明と施設見学
人50人（先着）
場申4月20日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

品川＆早川ふるさと交流
●奥山梨で「こと座流星群」観察プラン
日4月22日㈯～23日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の方
￥7,250円、小学生6,620円（1泊2食付き
宿泊費、プログラム参加費、消費税）
※区内在住の方は、事前申請で年度内3泊
まで2,000円の助成が受けられます。
申電話で、ヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
●早川エコファーム楽農体験
農作業や収穫物の加工体験など、年間を
通して活動でき、希望の回に参加できます。
詳しくはお問い合わせください。
日4月21日㈮～11月の第2・4土曜日を含
む金～日曜日（2泊3日）
※区役所付近発着の送迎バスあり（先着、
別料金）。　
※現地参加も可。

宿泊／野鳥公園キャビン（山梨県）
※食事は原則自炊です。
人区内在住か在勤の方各30人（先着）
￥年5,000円
申電話で、早川エコファーム事務局おばあ
ちゃんたちの店☎0556－48－2817へ
―――――――――　共　通　―――――――――
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

4月の日曜コンサート
●4月16日㈰午後1時30分～3時
曲目／ F.プーランク作曲「ヴァイオリンと
ピアノのためのソナタFP.119」他
●4月30日㈰午後1時30分～3時
曲目／ブラームス作曲「ヘンデルの主題に
よる変奏曲とフーガ変ロ長調Op.24」
―――――――――　共　通　―――――――――
出演／品川クラシック音楽協会
場・観覧方法・問当日、中小企業センター
3階レクホール（西品川1－28－3☎3787
－3041）へ

氏　名 電話・FAX（兼用）
視覚障害者
笹原　　稔 080－8855－0988  ＊1
下堂薗　保 3471－7253  ＊1
肢体不自由児・者（主として父母等）
浅井　幸夫 3773－1379
菊地絵里子 6902－0070
庭田富美代 3773－9887
九鬼　美穂 5434－2707
重症心身障害児・者
須藤　基子 3799－3379
丸山　文子 3471－7939

氏　名 電話・FAX（兼用）
知的障害者
川村　智美 3490－3203
白鳥由起子 3772－6937
横山　京子 5702－0430
大上　好江 3763－8975
島崎　妙子 3799－3670
佐藤　直子 070－5593－6477  ＊1
松田　啓江 3782－9534
目黒百合子 3763－8695
尾下　貴美 3781－2770

問い合わせ／障害者福祉課障害者福祉係（☎5742－6707Fax3775－2000）

区長から委託された相談員が、身体や知
的、精神障害の方の地域生活に関する支
援の相談に応じています。秘密は固く守
ります。お気軽にご相談ください。
相談日時／随時
相談方法／電話かファックス
相談内容／障害のある方の相談と必要な
指導・助言および家庭における養育、生
活などに関する相談と必要な指導・助言
※施設入所、身体障害者手帳・愛の手帳の
交付申請手続きなど、福祉事務所との連絡
調整を行っています。障害者福祉団体の紹
介もしています。

心身の障害や障害児等の介護でお困りの時はお近くの相談員へご相談ください

＊ 1＝電話専用 ＊ 2＝ FAX専用

氏　名 電話・FAX（兼用）
肢体不自由者（本人）・内部障害者
伏見　敏博 3781－5169
山﨑久美子 3781－1477
久保しのぶ 3765－4896
人工肛

こ う も ん

門・膀
ぼ う こ う

胱の方
松浦　輝義 3786－8242
聴覚障害者　
住谷　宏見 5702－6005  ＊2
佐々木敏惠 3784－7895  ＊2
精神障害者
庄田　　洋 3458－6908
麻生　澄江 3786－3232

 事業者・起業者向け相談案内 ※祝日を除きます
＊1・5月を除きます

相談内容 曜日 時間 場所・予約先
企 業 法 務 相 談 第2・4㈭ 10:00～12:00

商業・ものづくり課
（中小企業センター2階）
☎5498－6334へ予約

特 許 相 談 第2・4㈮ 10:00～12:00

国 際 ビ ジ ネ ス 相 談 第1～4㈬ 9:00～17:00

経 営 相 談 ㈪～㈮ 9:00～17:00

創 業 相 談 ㈪～㈮ 9:00～17:00

社会保険労務士相談 第3㈬ 18:00～21:00 武蔵小山創業支援センター
（小山3－27－5）
☎5749－4540へ予約行政書士による法務相談 最終㈭＊ 14:00～17:00

4月は、28年中の所得金額が決定していないため、28年度の保険料額をもとに仮計算します。6月に28年中の所得金額が決定した後、
7月に再度計算します。今回は仮計算のため、特別徴収の方は4・6・8月分、普通徴収の方は4～6月分をお知らせします。

29年度の後期高齢者医療保険料納入通知書を発送します

保険料の納め方　保険料は一人ひとりに納めていただきます。

7月に再度計算し、年間の保険料額か
ら仮計算分を差し引き、残額を9回に
分けて納めていただきます。

7月 3月（本計算）～

4月に仮計算し、3カ月分に相当する保
険料額を3回に分けて納めていただき
ます。

4月 6月（仮計算）～

7月に再度計算し、年間の保険料額か
ら仮計算分を差し引き、残額を3回に
分けた保険料額になります。

4月分は2月分と同額ですが、6月分と
8月分は仮計算した保険料額になりま
す。

10月12月 2月（本計算）4月 6月 8月（仮計算）

①年金から支払う方（特別徴収）
2カ月ごとに支払われる年金から、2カ月分に相当する保険料を差し引きます。

②納付書や口座振替で支払う方（普通徴収）

問い合わせ／国保医療年金課高齢者医療係（☎5742－6736Fax5742－6741）

○保険料の軽減特例が見直されます
後期高齢者医療制度では、法律に基づいて所得が一定基
準以下の方に対し保険料の軽減を実施していますが、そ

の中でも特に所得の低い方などを対象に、特例としてさ
らなる保険料の軽減を行い、その分を国費で補ってきま
した。しかし今後医療費の増大が見込まれる中、健康保

険制度を維持していくため、保険料の軽減特例の一部が
見直されることとなりました。詳しいお知らせは7月に
送付する保険料額決定通知書に同封する予定です。



● わっくわくランドしながわ
● みどりの特集
● 健康大学しながわ

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　4月21日号

　

平成29年（2017）

4/11
2036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。

2月10日㈮～3月20日㈷、西小山駅前広場（小山6）
でバレンタインデーとホワイトデーに合わせて「西恋
山イルミネーション」が開催。初日は雪の舞う中、イ
ルミネーションの点灯式が行われました。

2月6日㈪から全4回、潮路南第二ハイツ集会所（八潮
5）で「英語少し通じます町会等」プロジェクト第1弾
を開催。地域の方11人がネイティブの英会話講師か
ら自己紹介や挨拶といった日常会話を学びました。

「西恋山イルミネーショ
ン」スタート

3月1日㈬、小学生ドッジボールチーム「Vegaes源氏前」
が、第26回春の全国小学生ドッジボール選手権東京
大会での優勝と全国大会出場を濱野区長に報告。昨年
春の都大会から、今回で3連覇の快挙となりました。

「Ve
ベ ガ ー ス

gaes源氏前」が
都大会3連覇を報告

3月5日㈰、荏原第四地区で第33回小学生マラソン大会を
開催。源氏前小学校をスタート・ゴールとした公道を走
るコースで地区内の5つの小学校の生徒など1,180人が参
加。元気いっぱい地面を蹴ってゴールを目指しました。

地元を駆け抜けろ !
小学生マラソン大会

「英語少し通じます町会
等」プロジェクト

2月18日㈯、京陽小学校で「おたがいさま運動」の学
習会を開催。学校公開に合わせ、市民科の授業「思い
やりの心をもとう」として、4年生73人が参加。公開
来校者は、児童が学習する様子を間近で見学しました。

「おたがいさま運動」
学習会

2月15日㈬、大原小学校で同校支援地域本部主催の絵
画教室を開催。雑誌や広告などを中心に活動している
イラストレーターの遠山晃司さんを講師に迎え、絵を
描くことが好きな1年生17人が参加しました。

プロのイラストレーター
による絵画教室

3月4日㈯、戸越体育館でパラリンピック啓発講演会・
体験会を実施。車いすバスケットボールを通じたパラ
リンピック競技の周知、障害者スポーツの振興を目的
に行われ、約180人が参加しました。

車いすバスケットボール

3月2日㈭、第一日野幼稚園でオリンピック・パラリン
ピック教育の一環としてお茶会を開催。同園には、外
国籍の園児もおり、日頃から他国の文化にも触れてい
る60人の園児が日本の伝統文化を楽しみました。

第一日野幼稚園で
お茶会

期日前投票所設置に関する協定

2月13日㈪、区役所でアトレ大井町店
（大井1）と期日前投票所の設置に関す
る協定を締結。今夏の東京都議会議員
選挙から、通勤・通学途中や買い物つ
いでの投票を呼び掛けます。

ウーマンズビジネスグランプリ

2月26日㈰、品川産業支援交流施設で
「ウーマンズビジネスグランプリ2017 
in 品川」を開催。障害児用子供服の製
作を手掛ける奥井のぞみさんがグラン
プリに輝きました。

CSR講演会と活動事例発表会

2月7日㈫、きゅりあんで「CSR（社会
貢献活動など）講演会と活動事例発表
会」を開催。CSRアジア日本代表の赤
羽真紀子氏による講演と本多通信工業
から活動事例の発表が行われました。

しながわ
写真ニュース

区ホームページでも、
品川区内の最近の出
来事をお知らせして
います。

ゆたかな暮らし つながる地域

2月11日㈷・12日㈰、きゅりあんで　「品
川区消費生活・社会貢献活動展」を
開催。“ゆたかな暮らし つながる地域
2017”をテーマに、2日間で約2,600人
の来場者が訪れました。

平成29年3月15日
品川区は70周年を迎えました。




