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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

／30年2月28日㈬
／3億円（6万冊）　※額面総額3億3,000万円分。
／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。
／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。

●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10月27日㈮頃に発送します。

／11月2日㈭～10日㈮　
／区内42郵便局　午前9時～午後5時　※土・日曜日、祝日を除く。
　品川区商店街連合会事務局　午前10時～午後6時　※土・日曜日、祝日も販売。

どうぶつ愛護フェスティバル
「ペットも守ろう！防災対策」
●9月23日㈷午前11時～午後4時
内容  動物愛護セレモニー、スタンプラリー、パ
ネル展示など　
場所  上野恩賜公園内＜噴水前広場・恩賜上野
動物園＞（台東区）
問い合わせ  東京都環境保健衛生課☎5320－4412

●9月24日㈰午後1時～4時30分
内容  動物愛護管理功労者表彰式、「ペットの防
災対策について」をテーマとしたパネルディス
カッションなど
場所  東京国立博物館平成館大講堂（台東区）
対象  390人（先着）
申込方法・問い合わせ  9月22日㈮正午までに、電話で日
本動物福祉協会☎6455－7733へ

9月20日～26日は動物愛護週間です
動物は最後まで責任と愛情をもって飼いましょう

動物愛護週間は、命ある動物の愛護と適正な飼育につ
いての関心と理解を深めるために設けられたものです。
この機会に、私たちが飼っている動物、身近にいる動
物たちについて、もう一度考えてみましょう。

 動物は正しく終生飼育
飼い主は、習性や生理をよく理解し、愛情をもっ
て終生飼育する責任があります。日頃から健康
管理に気を配り、犬には狂犬病の予防注射を
必ず受けさせましょう。

 不妊・去勢手術
繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を実施
しましょう。手術をすると性質がおとなしくなり、
扱いやすくなるなどのメリットがあるほか、生
殖器系の病気の予防にもなります。

 猫の飼育は屋内で
都会で猫を飼う場合は、屋内で飼育することが
望ましいといえます。上下運動ができるよう工
夫をし、専用のトイレ、つめとぎなどを用意す
ることや、不妊・去勢手術を実施することが屋
内飼育を成功させるコツです。

 犬の散歩はルールを守って
犬をリードできちんとつなぎましょう。散歩の前にはトイレ
を済ませましょう。散歩中にしてしまった時はオシッコはす
ぐに水で流し、フンは家まで持ち帰ることが飼い主の責任
です。

 身元の表示
飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子になった動物の発
見を容易にするためにも、犬には鑑札を着け、猫やそのほ
かの動物には名札などをつけましょう。マイクロチップは身
元表示に効果があります。

 災害に備えて
災害時避難することになった時は、事情の許す限り動物を
同行してください。普段から人やほかの動物をこわがらな
い、嫌がらずにケージに入る、トイレは決められたところで
する、などのしつけをしておきましょう。動物のために防災
用品（5日分以上の食事と水など）も用意しましょう。

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
http://shoren.shinagawa.or.jp/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。

利用できない商品・サービスなど
●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。

問い合わせ／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）商業・ものづくり課（☎5498－6332 Fax3787－7961）

10％お得な

事前申込受付開始！
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から専用応募はがきを切り取り、
内容を記入のうえご応募ください（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。

プレミアム付き品川区内共通商品券プレミアム付き品川区内共通商品券

応募受付期間　9月11日㈪～26日㈫（必着）
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。

当選者のみに
当選通知
10月5日㈭頃発送。

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。
62円切手を貼付し郵送。

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。

事
前
申
込
の
方
法

販 売 期 間
場所・時間

■ 区内42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。10月13日㈮～23日㈪

※当選はがきがない場合は購入できません。

使 用 期 限
販 売 額
販 売 単 価

購入できる方

販 売 期 間
場所・時間
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ファイル情報 
キッズクラブ

〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699

　環境学習講座
　「宇宙旅行の疑似体験と星座早見盤作り」

日10月8日㈰午後2時～4時
場区役所353会議室（第三庁舎5階）
人小学3～6年生24人（抽選）
申問9月25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
－0003八潮5－9－11こみゅにてぃぷらざ
八潮☎・Fax5755－2200）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

　五反田図書館
　グローバルおはなしルーム

英語のおはなし会です。
日9月23日㈷午後2時～2時45分
人小学生以下のお子さん20人（先着）
※未就学児は保護者同伴。
場申問電話か直接、同館（西五反田6－5
－1☎3492－2131 Fax3492－4995）へ

　ひとり親家庭「親子バーベキュー」

日10月15日㈰
午前10時30分～午後2時30分
場しながわ区民公園（勝島3－2）
人親子40人（抽選）
￥1世帯1,500円
主催／品川区ひとり親家庭福祉協議会
申問9月25日㈪までに、電話で子ども家
庭支援課ひとり親相談担当（☎5742－
6589 Fax5742－6387）へ

　児童水泳教室（11月～30年3月）

￥参加費のほか、年間登録費1人2,000円・親子教室は1組3,500円（保険料込） 　主催／品川区水泳連盟
申問申込締切日（必着）までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名、年齢、性別、学校名、学年、電話番号、保護者氏名、
泳力（クロールで何m）をスポーツ協会へ

教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 参加費 会場 定員
（抽選）

申込
締切日

休日児童

B

5歳～中学生

第1・3・5日

9:30～11:00

8回 1回600円 日野学園温水プール（東五反田2－11－2） 30人

9/26㈫

A
第2・4日

6回 3,000円 荏原文化センタープール
（中延1－9－15）

各10人
SA 8回 4,000円 品川学園温水プール

（北品川3－9－30）
YA 小・中学生 第1・3・5日 9回 4,500円 八潮学園温水プール

（八潮5－11－2）
20人

休日親子
YV 4歳～小学3年生の

お子さんと保護者
第1・3・5日

11:30～13:00
9回 10,800円 20組

EV 第2・4日 6回 7,200円 荏原文化センタープール 10組

平日児童

ちびっこ 5歳以上未就学児 火・木 15:30～16:30 38回 19,000円 日野学園温水プール 30人

9/19㈫
HC2 5歳～小学2年生

水
15:30～16:30

各
20回

各
10,000円

豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40） 各20人HC3 小学1～3年生 16:30～17:30

HC4 小学3年生～中学生 17:30～18:30

土曜日児童
TT

5歳～小学生
第2・4土

9:30～11:00 各9回 各
4,500円

戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23） 10人

9/26㈫
HT

豊葉の杜学園温水プール
20人

土曜日親子
HV 4歳～小学3年生の

お子さんと保護者 11:30～13:00 各9回 各
10,800円 各5組 9/19㈫

TF 戸越台中学校温水プール

シニアクラブ
　「食事処

どころ

　南品川・東品川・大井林町・身近
　なお店・平塚橋」へ出かけてみませんか

月1回、手作りの食事を楽しみながら交流しましょ
う。ミニ講話やミニ体操なども行います。
日10月～30年3月（全6回）

日時 会場
①第2金曜日
午前11時30分～午後1時

南品川シルバーセンター
（南品川5－10－3）

②第4金曜日
正午～午後1時30分

東品川シルバーセンター
（東品川3－32－10）

③第3火曜日
午前11時30分～午後1時

大井林町高齢者住宅
（東大井4－9－1）

④第3火曜日
午前11時30分～午後1時

すし割
か っ ぽ う

烹 巴
ともえ

（小山2－6－18）
⑤第2火曜日
午前11時30分～午後1時

平塚橋ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

人ひとりで会場との往復ができる65歳以上の方
（抽選）①②③⑤各15人④20人
¥①②③⑤各2,400円④1回500円
申問9月27日㈬までに、電話で高齢者地域支援
課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－
6882）へ

　9月18日㈷・敬老の日は、
　シルバーセンターを開館します

9月19日㈫は振り替え休館ですが、夜間使用はで
きます。
問高齢者地域支援課シルバーセンター係
（☎5742－6946 Fax5742－6882）

　認知症を予防！「いきいき脳の健康教室」
　～後期参加者募集

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。
日10月下旬～30年3月午前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、10月16日㈪午前に行う説
明会（第二庁舎5階251会議室）に出席できる65
歳以上の方各20人程度（抽選）
¥各月2,600円（教材費など）

会場 曜日
荏原いきいき倶

く ら ぶ

楽部（荏原6－2－8） 火
いきいきラボ関ケ原（東大井6－11－11） 火
品川第一区民集会所（北品川3－11－16） 水
ゆたかシルバーセンター（豊町3－2－15） 木
山中いきいき広場（大井3－7－19） 金
こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11） 金
申問9月25日㈪までに、本人が電話で高齢者地域
支援課（☎5742－6733 Fax5742－6882）へ

　介護予防サービス「地域ミニデイ」
区内社会福祉法人の有償ボランティアのサポート
により、週1回（1回3時間程度）、軽い運動を行い
ます。申込方法など詳しくはお問い合わせください。

会場 日時
平塚橋ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

金曜日午前10時
～午後0時30分

大井林町高齢者住宅「憩い
の場」（東大井4－9－1）

木曜日午前10時
～午後0時30分

大井三丁目ゆうゆうプラザ
（大井3－17－16）

水曜日
午前11時30分
～午後3時30分

人心身に不安のある方（総合事業対象者、要支
援1・2）で、自力で通所可能な65歳以上の方
※ケアマネジャーによる訪問とケアプランの作成が
必要です。　※他の通所型介護予防サービスとの
併用はできません。　※昼食代など実費負担あり。
問高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6733 Fax5742－6882）

9月18日㈷は、窓口で生年月日が確認できるもの
を提示すると、65歳以上の方は200円で入館で
きます。
開館時間／午前10時～午後5時（入館は午後4時
30分まで）

休館日／火曜日
料金／1,350円（800円）、小・中学生600円（400
円）、4歳～就学前300円（200円）、65歳以上
1,200円（700円） 　
※区内在住か在勤・在学の方は、各自、住所が確
認できるものの提示でかっこ内の料金になります。
場所・問い合わせ／しながわ水族館（勝島3－2
－1しながわ区民公園内☎3762－3433 Fax3762
－3436  www.aquarium.gr.jp/）

しながわ水族館

窓口で生年月日が確認できるもの

敬老の日  シルバーサービス

　産業技術高専オープンカレッジ「小中学生のための楽しいロボット講座」

自律型ロボットの制御を楽しく学び、コンテストを行います。作成後のロボットは持ち帰りできます。
日12月9日㈯・10日㈰午前10時～午後4時（全2回）
人小学5年生～中学生20人（抽選）　￥3,600円
場申11月23日㈷（消印有効）までに、はがきかFAX、Eメールで講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を産業技
術高等専門学校（〠140－0011東大井1－10－40 Fax3471－6338 soffice@metro-cit.ac.jp）へ
問文化観光課生涯学習係
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地震に備えて～高齢者などの家具転
倒防止対策助成
シルバー人材センターが家具転倒防止器
具（家具のガラス部分の飛散防止フィルム
含む）の選定から取り付けまで行います。
人区内在住で、次のいずれかにあてはま
る世帯
①65歳以上のみ、②障害者のみ、③65歳
以上と障害者のみ、④要介護3以上で65歳
以上の高齢者がいる、⑤2級（度）以上の
障害者がいる
￥費用が20,000円以下＝費用の1割
費用が20,000円超＝費用から18,000円を
差し引いた額
※住民税非課税世帯は費用が20,000円以
下の場合は無料。20,000円を超えた場合
は超えた額を自己負担。
※申請方法など詳しくは、高齢者地域支援
課（本庁舎3階）、地域センター、文化セ
ンター、シルバーセンターで配布する事業
案内・申請書をご覧ください。
問高齢者地域支援課高齢者住宅担当
（☎5742－6735 Fax5742－6882）

家具転倒防止器具取り付け費用を助
成します
人区内在住で、次の全てにあてはまる世帯
①4月1日以降に区内施工業者で器具の取
り付け工事を行った
②器具を取り付けた住宅に居住している　
③世帯員全員が住民税を滞納していない
助成金額／課税世帯＝費用の2分の1（上
限4,000円）、非課税世帯＝費用全額（上
限8,000円）
※詳しくは住宅課（本庁舎6階）で配布する
案内をご覧ください。　※申請書などは区
ホームページからダウンロードもできます。
問住宅課（☎5742－6776 Fax5742－6963）

29年度就学援助の申請を受け付けています
公立小・中・義務教育学校にお子さんが
通学している保護者に、学用品費や給食費
などを援助します。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
請が必要です。
申30年2月2日㈮（消印有効）までに、学
務課か学校で配布する申請書を学務課学
事係（〠140－8715品川区役所第二庁舎
7階）へ郵送か持参
問学務課（☎5742－6828 Fax5742－0180）

品川介護福祉専門学校推薦入試の案内
修業年限／2年（昼間）
取得資格／介護福祉士国家試験受験資格
応募資格／①学校推薦＝30年3月高校卒
業見込みで高校長から推薦され調査書評
定平均3.0以上の方、②自己推薦＝高校卒
業か卒業見込み、高校卒業と同等の学力
があると認められる方
選考日程／①10月7日㈯・15日㈰
②10月15日㈰
出願期間／①10月1日㈰から選考希望日の
3日前まで②10月1日㈰～12日㈭
選考内容／書類選考・面接、②作文あり
選考料／①免除、②6,500円
※詳しくは、同校・図書館・地域センター
などで配布する募集要項をご覧いただくか
お問い合わせください。
場問同校（西品川1－28－3☎5498－
6364 Fax5498－6367）

サポしながわ「出張新規登録会」
日9月22日㈮午前10時～午後3時
人おおむね55歳以上の求職中の方
場参当日、履歴書（写真貼付）を持って
南大井文化センター（南大井1－12－6）へ

※シルバー人材センター入会相談も開催。
問サポしながわ〈無料職業紹介所〉
（☎5498－6357 Fax5498－6358）

児童のための各手当の現況届の提出
はお済みですか？
各現況届を提出していない方は、至急提出
してください。提出がない場合、振込予定
日に各手当が振り込まれません。詳しくは
お問い合わせください。
児童手当・児童育成（障害）手当現況届／
6月30日㈮提出期限
児童扶養手当・特別児童扶養手当現況届／
8月31日㈭提出期限
問子ども家庭支援課児童手当係（☎5742
－6721 Fax5742－6387）・医療助成係（☎
5742－9174 Fax5742－6387）

国民健康保険医療費通知を送付します
品川区国民健康保険に加入している方へ、
29年1～6月に医療機関で受診、柔道整復
師（接骨師）から施術を受けた際の医療費・
施術費の月額をお知らせします。医療機関
などから請求があった医療（施術）費のう
ち、月額（10割）が10,000円以上のもの
を対象とし、請求が遅れている場合は除き
ます。通知は個人宛てに送ります（18歳
到達後最初の3月31日までは世帯主宛て）。
この通知は皆さんの健康づくりに役立てて
いただくためにお送りしています。
問国保医療年金課給付係
（☎5742－6677 Fax5742－6876）

介護者教室
日10月1日㈰午後2時～3時30分
内「食事のお悩みこれで解決！～飲み込み
やすい食事形態とその調理方法」
人20人程度（先着）
場申問9月30日㈯までに、電話で月見橋
在宅サービスセンター（南大井3－7－10☎
5767－0626 Fax5767－0628）へ

29年就業構造基本調査
国民の就業・不就業の実態を調査し、就業
構造に関する基礎資料を得ることを目的と
した国の重要な基幹統計調査です。9月下
旬より調査員が対象の世帯へ調査票の配
付・回収に伺います。ご協力をお願いしま
す。
調査期日／10月1日
調査対象／総務大臣の定める方法により
選定した、住戸に居住する世帯の15歳以
上の世帯員（区内約650世帯）
調査事項／雇用形態、非就業希望理由、
訓練・自己啓発の有無など
問地域活動課統計係
（☎5742－6869 Fax5742－6750）

図書館の特別整理休館
蔵書点検などのため休館します。
図書館名 期間
ゆたか＊ 10月 1日㈰～10月31日㈫
大崎 10月16日㈪～10月19日㈭
二葉 11月 6日㈪～11月 9日㈭
五反田 11月13日㈪～11月16日㈭
品川 11月20日㈪～11月24日㈮
大井 11月27日㈪～11月30日㈭
源氏前 12月 4日㈪～12月 6日㈬
南大井 12月10日㈰～12月14日㈭
八潮 30年 1月29日㈪～ 1月31日㈬
荏原 30年 2月24日㈯～ 2月28日㈬
＊大規模改修工事を含む休館です
問品川図書館
（☎3471－4667 Fax3740－4014）

ゆたか図書館　工事休館のお知らせ
大規模改修工事のため、10月1日㈰～31
日㈫まで休館します。
問ゆたか図書館
（☎3785－6677 Fax5702－4035）
〈休館中の問い合わせ〉荏原図書館
（☎3784－2557 Fax3784－8951）

お知らせ！

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 11/19㈰ 9:30～12:30

荏原保健
センター 11/ 4㈯ 9:30～12:30

13:30～16:30
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ほか
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24組（選考）
申10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

　自分でできる産後ママのボディケア 電子
骨盤ケアや腱

けんし ょ う え ん

鞘炎予防など、産後の体に
やさしい運動を助産師が指導します。
日①第3クール＝9月28日㈭、10月12
日㈭・26日㈭、11月9日㈭　②第4クー
ル＝10月5日㈭・19日㈭、11月2日㈭・
16日㈭　※時間は午前10時～11時30分。

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
乳児と母親各15組（先着）　※同室での
見守り託児あり（先着各6人）。
申問①は9月20日㈬、②は9月22日㈮
（必着）までに、往復はがきかFAXに「産
後ママのボディケア」とし、番号、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話・FAX番号、
Eメールアドレス、託児希望の方はお子
さんの氏名（ふりがな）・月齢を子ども
育成課庶務係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6692 Fax5742－6351）へ

　2回食からの離乳食レッスン 　  電子
日10月3日㈫・17日㈫・24日㈫、11月
7日㈫午前10時～11時30分（全4回）
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2
－8）
人区内在住か在勤で、離乳食2回食以降
の乳児（初回日に7・8カ月）と保護者
20組（抽選）　※保護者1人での参加も可。
※原則お子さんをおぶっての参加。同室
での見守り託児あり。
運営／品川栄養士会
申問9月22日㈮（必着）までに、往復は
がきかFAXに「離乳食レッスン」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、お子さん
の氏名・月齢を子ども育成課庶務係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6692 
Fax5742－6351）へ

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 Fax5285－8080 　　　☎＃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

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）

9月17日㈰
18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）

9月17日㈰

 石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477
 さいとう歯科医院 北品川 1 －28－ 9 ☎3450－3719
 歯科滝沢医院 西品川 2 －21－ 8 ☎3493－0703
 滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496
 武石接骨院 豊　町 2 －17－ 8 ☎3781－4450

9月18日㈷

 浅野医院 大　井 6 －21－ 5 ☎3771－2692
 かわもり歯科医院 大　井 3 － 4 － 8 ☎3772－8244
 嶋田歯科医院 平　塚 2 －14－ 2 ☎3784－3684
 根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
 かとう整骨院 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525

  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）

9月16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。
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　区では、23年4月より品川区全域を対象とする「品川区景観計画」の運用を
開始し、区民の皆さんとの協働による、より良い景観づくりを進めています。
　武蔵小山駅周辺地区では、地域の協力のもと「品川区景観計画」の「重点
地区」指定に向けた検討を進め、この度、「武蔵小山駅周辺地区における景観
形成基準（案）」を策定しましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

「武蔵小山駅周辺地区における景観形成基準（案）」の概要
　武蔵小山駅周辺は、駅前広場から延びる総延長800mのアーケードが特徴的なパ
ルム商店街があり、商店街の独自ルールが運用される中で発展してきました。現在、
駅周辺では再開発が始まっており、地区計画やまちづくりビジョンなどの策定を通し
て、新たなまちづくりが進められています。
　このような中で、アーケードを中心とした賑

に ぎ

わいのある街並みと駅前の新しい街
区を調和させた地区独自の基準を定め、よりきめ細やかな景観の形成を誘導してい
きます。

　区では、次代の社会を担い、将来の品川区の発展の礎となる子ども・
若者の健やかな成長を願い、各分野の施策において様々な取り組み
を行っています。今後も家庭や地域とともに、すべての子ども・若者
が健やかに成長し、社会生活を円滑に営むことができるようにするた
めの支援などを一層推進していくため、「品川区子ども・若者計画」を
策定することとしました。
　この度、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せくださ
い。

「品川区子ども・若者計画」とは
　「子ども・若者育成支援推進法」第9条第2項に基づき策定する計画です。
また、27年4月に「品川区子ども・子育て計画」として策定した「品川区
第3次次世代育成支援対策推進行動計画」の要素を包含し、総合的に子
ども・若者育成支援の施策を推進するため、定めた計画です。

計画期間／30～34年度（5カ年）

基本理念
子ども・若者が社会的自立を目指し、
すべての人と支えあい、ともに生きていくまち“しながわ”

　次代を担う子ども・若者一人ひとりが、自分らしく生きいきと躍動し、
心豊かな大人へと成長していくことは、社会共通の願いといえます。子ども・
若者が地域社会の様々な活動に参加し、心身ともに充実して、他者ととも
に成長していくことを期待します。また、「支援する側」、「支援される側」と
いう一方的な関係によらない、子ども・若者とすべての人が互いに支えあ
い生きていく地域社会の実現を目指していきます。

基本方針
1 すべての子ども・若者の健やかな成長と社会的自立の支援
2 社会的自立に困難を有する子ども・若者やその家族への支援
3 子ども・若者の成長を社会全体で支えるための環境整備

「武蔵小山駅周辺地区における景観形成基準（案）」
にご意見をお寄せください

（仮称）「品川区子ども・若者計画（素案）」
にご意見をお寄せください

問い合わせ／子ども育成課庶務係（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階☎5742－6692 Fax5742－6351）問い合わせ／都市計画課景観担当（〠140－8715品川区役所本庁舎6階☎5742－6534 Fax5742－6889）

皆さんのご意見をお寄せください
応募方法／9月30日㈯（消印有効）までに、意見、住所、氏名、電話番号を子ども育成課へ郵送かFAX、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。
（仮称）「品川区子ども・若者計画（素案）」の全文は、子ども育成課（第二庁舎7階）、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、
地域センター、区ホームページでご覧いただけます。

皆さんのご意見をお寄せください
応募方法／10月11日㈬（消印有効）までに、意見、住所、氏名、電話番号を都市計画課へ郵送かFAX、持参
〇区ホームページの応募フォームも利用できます。
「武蔵小山駅周辺地区における景観形成基準（案）」の全文は、都市計画課（本庁舎6階）、区政資料コーナー（第三庁
舎3階）、地域センター、文化センター、品川図書館（北品川2－32－3）、区ホームページでご覧いただけます。
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「品川区景観計画」重点地区

品川区民芸術祭2017
　　  9月9日㈯～11月26日㈰
区内の学生や社会人によるコンサートやプロと区民のコラボレーションステージ、区内で活動している
グループによるダンスや音楽・芸能・邦楽の発表、美術展など様々な文化芸術イベントを開催します。
※芸術祭の詳しい内容はパンフレットやポスター・ちらしをご覧ください。

問い合わせ／文化観光課文化振興係（☎5742－6836 Fax5742－6893）
　　　　　　品川文化振興事業団（☎5479－4112 Fax5479－4160）

●障害者作品展
書道・絵画・手工芸の作品
を展示
日時／11月2日㈭～16日㈭
午前8時30分～午後5時
※火曜日は午後7時まで。
土曜日・祝日は除く。
会場／区役所第二庁舎3階
ロビー

問い合わせ／障害者福祉課福祉改革担当

●アール・ブリュット展 in 大崎
独自の発想と手法により生み出された魅力ある作品の展示
●光村グラフィック・ギャラリー（大崎1－15－9光村ビル）
＜10月7日㈯～19日㈭午前11時～午後7時　※土・日曜日、祝日は午後6時まで。＞
●O美術館（大崎駅前大崎ニューシティ2号館）
＜10月7日㈯～9日㈷午前11時～午後5時　※9日は午後4時まで。＞
※しながわ夢さん橋30周年特別展と共同で開催します。
問い合わせ／障害者福祉課福祉改革担当（☎5742－6762 Fax3775－2000）

企画展
入場無料

　　　しながわ
　　　アマチュア
　　　ステージ
ダンスや音楽、芸能、
邦楽、クラシックな
ど区内で活動する団
体の日頃の成果を発表
※日程・内容など詳しくは芸術
祭パンフレットをご覧いただく
かお問い合わせください。

　　　ティーンズコンサート
区内の小・中学生、高校生、大学生、社会人に
よるコラボレーションコンサート
日時  9月24日㈰午後1時30分開演（午後1時開場）
会場  きゅりあん大ホール（大井町駅前）
出演  延山小学校、荏原第五中学校、伊藤学園、小野学
園女子中学・高等学校、清泉女子大学フォルクローレ・サー
クル、DNPフィルハーモニック・アンサンブル

入場
無料

入場
無料

　　　Dr
ド リ ー ム

eam Sta
ス テ ー ジ

ge 世代を超えて
　　　B

バ ン ド

ANDセッション！
　　　～寺内タケシとブルージーンズ～
第1部 プロと小中高生バンドが夢の共演
第2部 「寺内タケシとブルージーンズ」によるライブ演奏
日時  11月5日㈰午後2時開演（午後1時30分開場）
会場  きゅりあん大ホール

料金  1,000円、高校生以下
500円（全席指定）
※3歳以上入場可。
問い合わせ  チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA
（☎5479－4140 www.shi
nagawa-culture.or.jp/）

好評
発売中

●林敬二展
品川区在住の洋画家である
林敬二氏の作品を展示
日時／10月14日㈯～
11月7日㈫
午前10時～午後6時
30分
※14日は午後1時か
ら。木曜日休館。
会場・問い合わせ／
O美術館（大崎駅前
大崎ニューシティ2号館☎
3495－4040 Fax3495－
4192） ●品川アーティスト7人展

品川にゆかりのあるアー
ティスト7人が集まり作品
を紹介
日時／11月3日㈷～5日
㈰午前10時～午後6時
※5日は午後3時まで。
会場／
スクエア荏原展示室
問い合わせ／
品川文化振興事業団

●品川区民作品展
区民の皆さんの趣味や文化
芸術活動を発表（6部門に
分かれて展示）
日時／11月1日㈬～5日㈰

午前10時～午後7時
※1日は午後1時から。
5日は午後3時まで。
会場／スクエア荏原イ
ベントホール（荏原4

－5－28）
問い合わせ／文化観光課文化振興係

作：山﨑健一
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品川＆早川ふるさと交流
山梨県早川町交流親善大使募集
委嘱状の授与式／11月11日㈯～12日㈰、
早川町「紅葉とそばまつり」に派遣予定
内大使の活動（1年間）＝早川町の施設見
学、交流事業への参加、早川町のPRなど
特典＝特別町民として特産品を贈呈、早川
町広報紙の毎月送付
対象／区内在住か在勤の方2人程度（選考）
申問9月25日㈪（消印有効）までに、作
文「親善大使の抱負」（400字程度）、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
－6878）へ郵送か持参

品川介護福祉専門学校別科
介護福祉士実務者研修コース説明会
日9月15日㈮午後6時～8時
内履修方法、学費、個別相談など
人介護福祉士をめざしている方、介護職
員としてステップアップしたい方など
修業期間／30年4～12月（通信制）

場申問電話かFAX、Eメールで住所、氏名、
電話番号を同校（西品川1－28－3☎5498
－6365 Fax5498－6367 kaigo-jtm@
shinasha-kyoiku.or.jp）へ

白熱電球とLED電球の交換を
実施しています
東京都では、家庭での省エネを進めるため、
地域の家電店（参加協力店）で、使用中の
白熱電球2個以上とLED電球1個の交換と、
省エネアドバイスを行う事業を行っていま
す。18歳以上の都民（1人1回）が対象で、
交換には運転免許証などの本人確認書類
が必要です。交換できるお店など詳しくは、
クール・ネット東京のホームページをご覧
いただくかお問い合わせください。
問クール・ネット東京（ 0570－066－
700 ☎6704－4299 https://www.tokyo-
co2down.jp/individual/ecoother/LED-
family/index.html）
環境課（☎5742－6949 Fax5742－6853）

おもちゃの病院・消費生活相談
9月23日㈷は館内整理のため休みます。
問消費者センター
（☎5718－7181 Fax5718－7183）

講座・講演

消費生活教室 ｢健康食品」
日9月29日㈮午後2時～4時
場啓発展示室（第二庁舎3階）
内トクホや機能性表示食品の実態と活用術
人30人（先着）
申問電話で、消費者センター（☎5718－
7181 Fax5718－7183）へ

立正大学心理学部公開講座
「これからのメンタルヘルス」　   電子
日10月14日㈯午後2時30分～4時30分
場立正大学（大崎4－2－16）
人16歳以上の方200人（抽選）
※お子さんの同伴可。
テーマ／第1部「メンタルヘルスとコミュ
ニケーション」「つながりの中で生きる～
コミュニケーションと社会適応」、第2部
〈同大学教員によるパネルディスカッショ
ン〉「これからのメンタルヘルスについて
考える」　
申問9月29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へ

東品川文化センター利用者協議会教室
健康体操（F・ムーブメント）
日10月6日～11月24日の金曜日
午前10時～11時30分（全6回）
内ロコモティブシンドローム解消エクササイズ
人15人（抽選）　￥100円
場申問9月22日㈮（消印有効）までに、往
復はがきで教室名、住所、氏名、電話番号
を同センター（〠140－0002東品川3－32
－10☎3472－2941 Fax3472－9056）へ

女性就業支援セミナー
日10月11日㈬午前10時～午後0時30分
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
内「エゴグラム（性格診断）で知る私のコ
ミュニケーション成功術」
人就職活動中か就職活動を始めようとし
ている女性の方20人（先着）
申問電話で、商業・ものづくり課（☎
5498－6352 Fax5498－6338）へ　※就
業相談コーナーホームページ www.
shinagawa-shigoto.jp/からも申し込み可。

マンション管理セミナー
日10月22日㈰午後1時30分～3時
場区役所353会議室（第三庁舎5階）
内「マンションの防犯対策について」「分
譲マンションの管理規約と民泊について」
人分譲マンションの居住者や管理組合役
員の方、関心のある方50人（先着）
※定員を超えた場合は区内在住の方優先。
申問電話かはがき、FAXに「マンション
管理セミナー」とし、代表者の住所・氏名・
電話番号、マンション名、参加人数、質問
事項を住宅課（〠140－8715品川区役所
☎5742－6776 Fax5742－6963）へ

催　し
移動図書館「ほんのにわ」特別企画
“絵本のよみきかせ”を開催！

日時　※雨天中止 会場・問い合わせ

9月16日㈯
午前11時～11時30分

しながわ中央公園
（区役所前）
☎5740－5037

9月17日㈰
午前11時～11時40分
午後2時～2時40分

東品川海上公園
（東品川3－9）
問天王洲公園管理
事務所
☎3471－4573

問公園課公園維持担当
（☎5742－6789 Fax5742－9127）

品川凹凸地形散歩
御殿山パワースポットめぐり
日10月9日㈷午前10時～正午
コース／新馬場駅→品川神社→御殿山庭
園→翡

ひ す い

翠原石館→総合体育館（約2km）
人高校生以上の方30人（抽選）
￥500円
申9月21日㈭（必着）までに、往復はがき
に「パワースポット」とし、人数（4人まで）、
参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番
号をしながわ観光協会（〠140－0014大
井1－14－1）へ　※同協会ホームページ
sinakan.jp/からも申し込めます。

問しながわ観光協会
（☎5743ー7642 Fax5743－7643）
文化観光課観光推進係
（☎5742－6913 Fax5742－6893）

　●お知らせ

〠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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競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

少林寺
拳法

10/15
㈰

戸越
体育館 10/2㈪ 500円

小中高生300円
○単独演武（少年の部・段外の
部・段の部）　○自由組演武（少
年の部・段外の部・段の部）

武術
太極拳
大会

11/26
㈰

戸越
体育館 10/11㈬

個人500円
団体3,000円

高校生以下＝
個人300円
団体1,500円

○個人の部＝24式太極拳、24
式太極拳シルバー部門（65歳以
上）、その他の太極拳（各式自選・
規定）、太極器械（剣・刀・扇）、
長拳その他　○団体の部＝太極
拳（5人以上で徒手か器械）

申問費用を持ってスポーツ協会へ（9月19日㈫を除く）

　総合体育館トレーニング室　9月祝日特別プログラム

日程 時間 種目 人16歳以上の方
各20人（先着）
￥1種目400円
場参問当日、運動でき
る服・タオル・飲み物
を持って、直接総合体
育館へ

9/18㈷

9:30～10:30 やさしいヨーガ
10:45～11:45 脂肪燃焼ステップ＆筋トレ＊
12:00～13:00 ボディバランス（姿勢調整）
13:15～14:15 はじめてのヨーガ
14:30～15:30 はじめてのバレエ
19:00～20:00 ヨーガ入門
20:10～21:10 骨盤調整ヨーガ

9/23㈷

9:25～10:25 バレエストレッチ＆エクササイズ
10:30～11:30 朝の少し慣れたバレエ
13:40～14:25 かんたんエアロ＊
14:30～15:15 土曜午後のピラティス
17:45～18:45 夜の少し慣れたバレエ

＊運動靴持参

　戸越体育館　期間限定特別プログラム
日内10月の第1・4金曜日、11月～30年2月の第2・4金曜日
午前9時20分～10時20分＝ピラティス入門、午前10時30分～11時30分＝朝の太極拳
人16歳以上の方各30人（先着）　￥1回600円
場申問実施日の1週間前から電話で予約のうえ、戸越体育館へ
※定員に満たない場合は当日参加可。

　少林寺拳法初心者教室
日10月7日～12月9日の土曜日午後6時～7時45分
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
場申問当日、費用を持って、直接戸越体育館へ

　シニア層向けノルディックウオーキング講座

ウオーキング以上ジョギング未満のポールを使った運動をしてみませんか。
日10月23日㈪・30日㈪、11月20日㈪・27日㈪午前9時30分～11時30分（全4回）
場戸越体育館　人おおむね60歳以上の方20人程度（抽選）　￥500円（保険料込）
持ち物／運動できる服、上履き、タオル、飲み物　※ポールは貸与。
申問10月9日㈷（必着）までに、往復はがきかFAXで教室名、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号をスポーツ協会へ

レッツ スポーツ

　国民健康保険に加入するときや、
やめるときは14日以内に本人による届
け出が必要です。また、保険証に記
載されている内容に変更があった場
合（住所・世帯主変更など）も手続
きが必要です。国保医療年金課（本
庁舎4階）、品川第一・大崎第一・大
井第一・荏原第一・荏原第四・八潮
地域センターで手続きしてください。
　保険料は資格取得日の属する月か

らかかります。加入の届け出が遅れる
と、遡って保険料が請求されます。た
だし、届け出前の医療費は全額自己負
担となります。また、国民健康保険の
資格喪失日は会社などの健康保険に
加入した日となります。喪失後に国民
健康保険証を使って医療機関で診療
を受けたり、薬局で薬剤の処方を受け
た場合は、国民健康保険で負担した
医療費を後日お返しいただきます。

国民健康保険の届け出をお忘れなく

問国保医療年金課資格係（☎5742－6676 Fax5742－6876）

●在学資金（奨学生）
人30年4月に高校などに入学予定の中学
3年生
￥公立＝0円、私立＝月額15,000円
※30年度予定額。 
※他の貸付金との併用は不可。

返還期間／1年間の据え置き後15年以内
●入学準備金（保護者）
人在学資金申請者の保護者で希望する方
￥公立＝70,000円、私立＝200,000円
※公立の方も在学資金の申請が前提。
返還期間／入学年度を含め3年以内

経済的な理由により高校などへの修学が困難な方に、奨学金を貸し付けます。

―――――――――――――――――　共 通　―――――――――――――――――
申問10月31日㈫までに、子ども家庭支援課で配布する申請書類を同課家庭支援
係（本庁舎7階☎5742－6385 Fax5742－6387）へ持参

品川区奨学生（予約生） 募集
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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

●移動図書サービス
病院内で入院している方へ本の貸
し出しをします。
日週1回～　※曜日は要相談。
11:00～13:30、14:30～17:00
場昭和大学病院（旗の台1）
●話し相手
高齢者施設で利用者の話し相手を
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）
●絵手紙の講師　ポ
高齢者施設で利用者に絵手紙の指
導をします。
日週1回14:00～15:00
場杜松特別養護老人ホーム
（豊町4）

●入浴後のお世話　ポ
高齢者施設で利用者の入浴後の髪
乾かしなどをします。
日週1回
10:30～11:45（火、水、金曜日）
13:45～15:30（月、火、水、金曜日）
場戸越台特別養護老人ホーム（戸越1）
●演芸ボランティア
高齢者施設で演芸披露をします。
日不定期14:00～1時間程度
場グループホームcarna五反田
（五反田3）
●紙すきボランティア　ポ
障害者施設で利用者が紙すきなど
をする作業の補助をします。
日月1～2回（水曜日）
13:30～15:00
場西大井福祉園（西大井5）

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

品川ボランティアセンター （☎5718－7172 Fax5718－7170）
高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

さわやかサービス（☎5718－7173 Fax5718－7170
shinashakyo.jp/sawayaka/）

品川ボランティアセンター（☎5718－7172 
Fax5718－7170  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（両日同内容）】
日9月21日㈭、10月12日㈭ 午後2時～3時
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ
※さわやかサービス窓口でも随時受付中。

ポ

■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。

手数料／200円（区の窓口よりも100円お得）
利用時間／午前6時30分～午後11時　
※年末年始（12月29日～1月3日）・システム保守点検日は除く。
取得可能な証明書／住民票の写し、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
必要な物／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）
問い合わせ／戸籍住民課住民異動係（☎5742－6660 Fax5709－7625）

マイナンバー（個人番号）カードを利用して、
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（マルチコピー機設置店舗）で
取得できます。マイナンバーカードの交付を
受けた翌日から利用できます。

コンビニ交付

宮古市・富岡町を指定して集められた義援金は、引き続き受け付けますので総務課・
福祉計画課（☎5742－9125 Fax5742－6797）までお問い合わせください。

東日本大震災の被災地への義援金
義援金総額（8月29日現在）262,434,534円
8月29日現在、262,063,520円を岩手県宮古市（121,950,000円）・福島県富
岡町（121,950,000円）・宮城県（10,500,000円）・日本赤十字社（7,663,520
円）へ届けました。ご支援・ご協力ありがとうございます。
問総務課（☎5742－6625 Fax3774－6356）

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 Fax5742－6878）

しながわ

秋の品川区交通安全運動がはじまります
9月21日㈭～30日㈯
「やさしさが 走るこの街 この道路」

歩行者は、外出時には信号を守る、横断歩道以外の場所で道路を横断しないなど
の基本的な交通ルールを守りましょう。また、運転者は、子どもや高齢者、障害
者などの交通弱者に対して、徐行するなど思いやりのある運転を心掛けましょう。
運動の重点
○ 子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
○ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
○ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
○ 飲酒運転の根絶
○ 二輪車の交通事故防止

土木管理課交通安全係
（☎5742－6615 Fax5742－6887）

問い
合わせ

かぼちゃの馬車音楽隊
クリスマススペシャルコンサート

こどものうた合奏団「かぼちゃの馬車音楽隊」
がスクエア荏原に再び登場します。「ジングルベ
ル」「あわてんぼうのサンタクロース」「ゆき」など、
クリスマスソングを親子でお楽しみください。
日12月16日㈯午後2時30分開演（午後2時開場）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）　
￥1,500円、小学生以下500円（全席指定）
発売開始／9月15日㈮
窓口販売／午前9時から＝スクエア荏原、きゅりあん、
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9時から（初日のみ午前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＝http://www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。
問チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

0歳から
入場可

2017品川区民「秋のコンサート」
日11月11日㈯午後6時30分開演
（午後6時開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
曲目／エルガー：交響曲第1番、ハイドン：
交響曲第104番“ロンドン”、ウォルトン：
戴冠式行進曲“宝玉と王の杖

つ え

”
指揮／工藤俊幸　
演奏／品川区民管弦楽団
￥前売券500円、当日券700円（全席自由）
チケット販売／文化観光課、チケットセン
ターキュリア☎5479－4140ほか
※当日券は午後5時30分より会場前入り口
で販売します。
託児／1歳～就学前の一人遊びのできるお
子さん10人（先着）　※おやつ代100円。
○託児希望の方は、10月31日㈫（必着）
までに、はがきに「コンサートの託児」とし、
住所、氏名、電話番号、お子さんの氏名（ふ
りがな）・性別・月年齢を文化観光課へ
問文化観光課文化振興係

本のリサイクル市
図書館で所蔵しなくなった本のうち、再利
用できる本を皆さんに提供します。
日9月23日㈷午前9時～午後3時
※1人20冊まで。社会福祉協議会へ1冊10
円程度の寄付をお願いします。マイバッグ
（買い物袋）持参。
※転売目的の方はお断りします。
○当日午前8時45分より整理券を配布。
場問品川図書館（北品川2－32－3☎3471
－4667 Fax3740－4014）

品川＆山北ふれあい交流
西丹沢もみじ祭り
日11月18日㈯午前11時～午後2時
場中川バーベキューセンター（神奈川県山
北町）　※新松田駅下車、バス1時間。
内シシ鍋、歌謡ショーなど
人850人（先着）
￥3,400円　※新松田駅から専用バス利用
の場合は4,200円。

申電話で、山北町観光協会☎0465－75－
2717へ
問地域活動課市町村交流担当
（☎5742－6856 Fax5742－6878）

品川清掃工場 個人見学会
日9月23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）
場申問9月21日㈭午後3時までに、電話で
同 工 場（ 八 潮1－4－1☎3799－5361 
Fax3799－5005）へ
○聴覚障害などがある方は、専用のFAX
送信票により受け付けます。
※ 送 信 票 は www.union.tokyo23-
seisou.lg.jp/kengaku/index.htmlからダ
ウンロードできます。

品川＆早川ふるさと交流
「赤沢宿ハイキングと早川ジビエ料理」
日11月18日㈯～19日㈰
（区役所午前7時25分集合・午後5時30分
頃解散、1泊2日、往復バス）
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の方40人（抽選）
￥14,000円、小学生以下9,000円（交通費、
宿泊費など）
申9月25日㈪（必着）までに、はがきか
FAXに「ジビエ料理」とし、参加者全員
の住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号を京王観光東京南支店（〠160－
0022新宿区新宿2－3－10新宿御苑ビル2
階 Fax3359－2570）へ
問地域活動課市町村交流担当
（☎5742－6856 Fax5742－6878）



● しながわ観光フェア2017
● 30年度の学校選択
● 体育の日のイベント

古紙配合率80％再生紙を使用しています
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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。

7月15日㈯、しながわ水族館で “あったらいいなと思
う水槽” の区民公募で最優秀賞を獲得した “～夢の水
槽～「地球」” の除幕式を開催。また、ペンギンランド
を生息地に近い環境へリニューアルしました。

～夢の水槽～「地球」
お披露目

6月18日㈰、スクエア荏原で“しながわ体操”完成記念
イベントを開催。考案者である日本体育大学の荒木
達雄教授による講演会のほか、参加したおよそ220人
全員で“しながわ体操”を体験しました。

“しながわ体操”
完成記念イベント

7月12日㈬、区役所でマスコミ各社を集め「品川音頭
2017」完成記者発表会を開催。プロデュースした海沼
実さんの司会で、歌手の岩本公水さんが品川区民踊連盟
の皆さんの踊りとともに、品川音頭2017を披露しました。

品川音頭2017
完成記者発表会

6月9日㈮、大崎第一・大井第三・荏原第一・荏原第四・
荏原第五地区の各地域センター内に“支え愛・ほっとス
テーション”を新たに開設。ひとり暮らし等の高齢者の
ちょっとした困りごとの相談を随時受け付けています。

支え愛・ほっとステーション
区内全地区に展開しながわ

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。

埋蔵文化財発掘調査見学会

7月15日㈯、区が改築工事を進めてい
る城南小学校・幼稚園で埋蔵文化財発
掘調査の見学会を実施。遺構の見学の
ほか、これまで出土した江戸時代の瓦
や陶磁器なども併せて展示しました。

児童の学習支援

6月12日㈪、区は東京学芸大学（小金
井市）と「国立大学法人東京学芸大
学と品川区との連携協力に関する協定
書」に調印。経済的に困難な状況にあ
る児童への学習機会の充実を図ります。

七夕の夜にホタル観察会

7月7日㈮、品川学園で「ホタル観察会」
を開催。同校では今年初めてヘイケボ
タルの幼虫約200匹を校内の “ほたる
池”に放流。鑑賞会には保護者や地域
の方など約600人が参加しました。

平成29年3月15日
品川区は70周年を迎えました。

7月23日㈰、「伝統日本文化体験めぐり IN SHINAGAWA」
を開催。訪日・在日外国人と外国人へのおもてなしに
興味のある方を対象としたツアーイベントに100人が参
加。伝統文化の体験などを行いました。

伝統日本文化体験めぐり
IN SHINAGAWA

申込日 配達日
※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日～25日 翌月中旬
26日～月末 翌々月中旬
申込方法・問い合わせ／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。

※耐用年数（おおむね10年）・標準使用期限を経過したものは詰め
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。

●申し込み・配達

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

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

火災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。家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん

＊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。

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
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

悪質業者に注意！

配達時には、区指定業者が購入者本
人の申込はがき・FAX・電話申込受
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。

指定業者が
ご自宅へ

お届けします！

しながわ子ども食堂フォーラム

6月17日㈯、中小企業センターで「し
ながわ子ども食堂フォーラム」を初開
催。今後構築する「しながわ子ども食
堂ネットワーク」にもつながるフォー
ラムで、約80人が参加しました。




