
★しながわ宿場まつり

★戸越銀座ハロウィン

★しながわ・おおた水辺の観光フェスタ

★しながわ夢さん橋2017

会場／旧東海道〈八ツ山口（北品川駅付近）
～品川寺（青物横丁駅付近）〉、旧東海道周
辺の公園
内容／おいらん道中、江戸風俗行列、交通
安全パレード、物産展ほか
主催／北品川本通り商店会、北品川商店街
協同組合、京急新馬場商店街振興組合、青
物横丁商店街振興組合

会場／戸越銀座商店街
内容／ハロウィンイベント
主催／戸越銀座商店街連合会

会場／天王洲、八潮・勝島エリア
内容／打ち上げ花火、ナイアガラ花火、エ
レクトリカルボートパレード、気球体験、
アトラクションほか
主催／しながわ・おおた水辺の観光フェス
タ実行委員会

会場／大崎駅南口東南自由通路（夢さん橋）
ほか
内容／ステージイベント、バザール、スポー
ツイベント、ノンストップ山手線ほか
主催／第30回しながわ夢さん橋2017実行
委員会

9月23日㈷・24日㈰

10月21日㈯・22日㈰

9月30日㈯・10月1日㈰

10月7日㈯～9日㈷

10月28日㈯

★大井町イルミネーション点灯式
大井町駅前をホワイトイルミネーションが
美しく飾ります。今年はしながわ観光大使
シナモロールのオブジェが初登場。
会場／大井町駅西口

10月28日㈯

★えばら観光フェア　西小山物語
　　　　　　～H

ハ ナ マ チ

anamachi～
会場／西小山駅前
内容／ステージイベント、観光大使シナモ
ロールのグリーティングイベント、模擬店、
和文化体験ほか

★大井町ハロウィン2017
会場／大井町駅周辺
内容／ハロウィンパレード、フォトスポッ
ト記念撮影ほか
主催／NPOまちづくり大井

10月28日㈯・29日㈰
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※機種によっては正しく表示されない場合があります。 スマートフォン用

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity

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

※詳しくはお問い合わせいただくか、
各イベントのホームページなどをご
覧ください。
※内容は変更になる場合があります。

9月23日㈷～
　10月29日㈰

しながわ観光フェア2017の期間中に
様々なイベントが開催されます。
しながわ観光大使“シナモロール”が
登場するイベントもあります。

みどころ満載！
しながわ秋の
おでかけイベント

みどころ満載！
しながわ秋の
おでかけイベント

問い
合わせ

イベント会場（大井町イルミネーション点灯式を
除く）でスタンプを集めよう！
フェアパスポート（スタンプ帳）設置場所＝各イベ
ント会場、しながわ観光協会、地域センターほか

スタンプラリー
も

実施します



日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　人＝対象・定員　￥＝費用・料金　参＝参加方法　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催　 ＝E-mail　 ＝ホームページ（http://）
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〈
広
告
〉

区では小中一貫教育を行い、中学1年生を7年生、2年生を8年生、3年生を9年生としています。
小学校・義務教育学校（前期課程）／平成23年4月2日～24年4月1日に生まれた方
中学校・義務教育学校（後期課程）／平成17年4月2日～18年4月1日に生まれた方

　30年4月に小学校・中学校・義務教育学校の新1・7年生になるお子さんがいる家庭に、9月
末までに希望申請票と学校案内パンフレットを送ります。
　通学区域外の小学校・中学校・義務教育学校に入学を希望する方は、10月31日㈫（消印有効）
までに希望申請票を学務課へ提出してください。
※通学区域は、学校案内パンフレットか区ホームページをご覧ください。
●指定された通学区域の学校に入学を希望する場合は、希望申請票の提出は不要です
なお、義務教育学校6年生に在籍しているお子さんがいる家庭にも、学校案内パンフレットな
どのお知らせを送ります（希望申請票は同封しません）が、引き続き在籍校で進級する場合は、
手続きは不要です。詳しくは学校案内パンフレットをご覧ください。

学校名 電話 受け入れ可能人数
（学級） 学校公開日

❶
品
川
・
大
崎
ブ
ロ
ッ
ク

城南 3471－7919 90人（3） 10／20㈮・21㈯
浅間台 3474－2727 60人（2） 10／20㈮・21㈯
三木 3491－0404 60人（2） 10／20㈮・21㈯
御殿山 3441－0814 90人（3） 10／20㈮・21㈯
城南第二 3471－7481 90人（3） 10／21㈯・23㈪
第一日野 3492－6258 90人（3） 10／20㈮・21㈯
芳水 3491－1555 90人（3） 10／7㈯・23㈪
第三日野 3441－6452 90人（3） 10／20㈮・21㈯
第四日野 3491－1281 90人（3） 10／7㈯・26㈭
台場 3471－3397 60人（2） 10／20㈮・21㈯
日野学園 3441－3209 90人（3） 10／16㈪～18㈬
品川学園 3474－2671 130人（4） 10／20㈮・21㈯

❷
大
井
・
八
潮
ブ
ロ
ッ
ク

大井第一 3771－5240 130人（4） 10／7㈯・21㈯
鮫浜 3765－2844 60人（2） 10／7㈯・21㈯・23㈪
山中 3772－3006 60人（2） 10／6㈮・7㈯
立会 3474－3424 90人（3） 10／19㈭～21㈯
浜川 3761－0530 90人（3） 10／21㈯
伊藤 3771－5331 90人（3） 10／6㈮・7㈯
鈴ケ森 3763－6631 90人（3） 10／7㈯・10㈫

伊藤学園 3771－3374 90人（3） 10／6㈮・7㈯
10／27㈮・28㈯学芸発表会

八潮学園 3799－1641 90人（3） 10／6㈮・7㈯

学校名 電話 受け入れ可能人数
（学級） 学校公開日

❸
荏
原
西
ブ
ロ
ッ
ク

京陽 3781－4775 60人（2） 10／21㈯・23㈪
延山 3781－3806 60人（2） 10／7㈯
中延 3781－4016 60人（2） 10／2㈪～7㈯・16㈪～21㈯
小山 3781－0044 60人（2） 10／5㈭～7㈯
第二延山 3781－1348 90人（3） 10／19㈭～21㈯
後地 3781－0890 60人（2） 10／20㈮・21㈯
清水台 3781－4841 60人（2） 10／5㈭～7㈯・21㈯
小山台 3712－7587 60人（2） 10／7㈯
荏原平塚学園 3782－7770 90人（3） 10／5㈭～7㈯

❹
荏
原
東
ブ
ロ
ッ
ク

大原 3781－4487 60人（2） 10／6㈮・7㈯
宮前 3781－4386 60人（2） 10／19㈭～21㈯
源氏前 3781－4348 60人（2） 10／6㈮・7㈯
戸越 3781－2856 90人（3） 10／20㈮・21㈯
旗台 3785－1687 60人（2） 10／7㈯・20㈮・21㈯

上神明 3781－4792 60人（2） 10／7㈯未就学児保護者見学日
10／19㈭～21㈯

豊葉の杜学園 3782－2930 90人（3） 10／20㈮・21㈯

30年度の学校選択の手続きが始まります
新1・7年生の
入学対象者

入学する学校を
選択できます

　区内を4つのブロック（①品川・大崎　②大井・八潮　③荏原西　④荏原東）に分け、通学区域が
属するブロック内から入学する小学校を希望できます。義務教育学校は、区内全域から希望できます。
　施設の状況などにより、通学区域の内外を合わせた受け入れ可能人数を次のように設けます。

小学校・義務教育学校に新1年生として入学する方を対象に各
学校で11月頃に行います。詳しくは希望申請票に同封するお知
らせをご覧ください。就学時健康診断票も一緒に送ります。

無抽選受け入れ 小学校通学区域
第1順位 兄姉＊1
第2順位 ブロック内

＊1　 希望する小学校（1～5年）か
義務教育学校（1～8年）に兄
姉が在籍し、同一校に通学さ
せる方

＊2　 品川学園については、城南第
二小学校の通学区域も含む

※ は義務教育学校。
※公開日は変更になることがあります。時間や内容については、各校へお問い合わせください。
※公開日以外の日にご覧になりたい場合は、各校にご相談ください。

就学時健康診断
を実施します

抽選となった場合の受け入れ順位

義務教育学校（前期課程）

無抽選受け入れ 義務教育学校（前期
課程）通学区域

第1順位 兄姉＊1

第2順位 義務教育学校（後期課
程）通学区域＊2

第3順位 ブロック内
第4順位 区内全域

1学級は、小学校35人、中学校40人
までですが、入学後の転入者枠を除
いた人数を受け入れ可能人数として
います。
希望申請の結果、希望者が受け入れ可
能人数を超えた場合、通学区域外の希
望者については公開抽選とし、日時と
結果は該当者に郵便でお知らせします。

受け入れ可能
人数を

超えた場合は
、

抽選を行いま
す

小学校・義務教育学校（前期課程）

小学校

「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。
申問電話かFAXで、住所、
氏名、年代、電話番号を広
報広聴課（☎5742－6644 
Fax5742－6870）へ

結核は「過去の病気」ではありません。品川区でも、年間70人前後の方が新
たに結核を発病し、最近では若者の発病者が増えています。
●こんな症状が出たら要注意です
　 せきやたんが2週間以上続く・かぜが治らない・かぜ薬が効かない・微熱が
続く・からだがだるい・寝汗をかく・体重減少

・ 症状がある場合は、結核を疑い、マスクをして早めに医療機関を受診しましょう。
・ 早期発見は、本人の重症化を防ぐだけでなく、家族や学校・職場などへの感
染拡大の予防につながります。
●発病予防には免疫力の低下を防ぐことが大切です
・ 栄養バランスのとれた食生活を心がけましょう。
・ 疲労やストレスをためこまないようにしましょう。
●会社の健診などで、年1回は胸部エックス線検査を受けましょう
・ 65歳以上の区民の方は、区内契約医療機関で年1回、無料で胸部エックス線
検査が受けられます。
●BCGは結核の予防接種です
・ 乳幼児の結核の重症化を防ぐため、生後5カ月を過ぎたら早めに受けましょう。

9月24日㈰～30日㈯は結核予防週間です

問い合わせ／保健予防課感染症対策係（☎5742－9153 Fax5742－9158）



2017年9月21日号 3

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

   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＞）
10月14日㈯・28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・伊藤・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（要予約）。
※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「キッチン家具フェア」出品募集
日10月1日㈰～7日㈯
※食器棚・レンジ台・キッチンワゴンなど汚れや破損が
ないもの。
※出品は1人1回限り5点まで、予約してお持ちください。

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
●旗の台店「婦人・紳士のバッグ」「子供服・七五三」
出品募集
日9月22日㈮～26日㈫午後1時～4時
※子ども服は130サイズまでの限定です。
※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）
地域センター・図書館などの区施設などに置いてあり
ます。11月号の掲載は、10月20日㈮までに、電話か
FAXでお申し込みください。
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Fax

  ご協力ください    リサイクルショップ「リボン」

品川区は「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加し、拠点回収で集めた小型家電を東京2020大会のメダル製作に提供しています。

注射針は区では回収できません。「使用済み注射針回
収薬局」の看板のある薬局へお持ちください。

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。

家庭用電気式生ごみ処理機購入費の
一部助成
助成額・対象など詳しくはお問い合わせください。

電子

  リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）

　学校案内パンフレットや各学校のホームペー
ジなどで、学校の特色や取り組み状況を紹介し
ています。また、学校公開を行いますので、参
加して学校の雰囲気などをご確認ください。
　災害時の子どもの安全確保や、実際に毎日歩
く通学路の距離も考えて学校を選択してくださ
い。なお、安全の面から自転車通学は禁止して
います。

④ 鮫浜小学校　31年度より校舎改築工事を行う予定です。
30年度より仮設校舎などの建設を行う場合があります。
新校舎完成は33年夏頃を予定しており、グラウンド整備
を含む全ての完了は、34年夏頃の予定です。
⑤ 戸越台中学校　31年度より校舎設備などの改修工事を
戸越台特別養護老人ホ－ム（30年夏頃着工予定）と併せ
て行う予定です。現在工事内容の検討を進めていますが、
校舎内の施設や校庭が全部または一部（時期によって異
なります）使用できなくなります。そのため、学校生活
や部活動でも制限を受けるなど、改修工事の影響を受け
ることが見込まれます。現時点での工事内容の詳細は未
定の部分が多くありますが、改修工事の終了は、33年度
末頃を予定しています。
※5校とも、校舎改築・改修工事の時期や内容は、今後変
更する場合があります。

学校改築・改修を順次進めています。工事期間中は、ご
不便をお掛けしますが、児童・生徒の安全と学習環境の
確保に万全を尽くしますので、ご理解とご協力をお願いし
ます。
① 芳水小学校　現在、仮設校舎で授業を行っています。新
校舎完成は30年12月末を予定しており、グラウンド整備
を含む全ての完了は31年度末の予定です。
② 城南小学校　29年度より校舎改築工事を行っています。
新校舎完成は31年度末を予定しており、グラウンド整備
を含む全ての完了は、32年度末の予定です。
③ 後地小学校　仮設校舎の建設を行い、30年度より校舎
改築工事を行う予定です。新校舎完成は31年度末を予定
しており、グラウンド整備を含む全ての完了は、32年12
月末の予定です。

学校選択を行うにあたって 学校改築・改修を進めています

　区では、特色ある学校づくりと学校選択制を柱に、教育改革を進めています｡ 学校を選択する
にあたっては、保護者の皆さんに学校をより多く知っていただくことが何より大切です｡ そのため
区内の小学校・中学校・義務教育学校では学校公開を行っています。
　この機会にぜひ、学校の様子をご覧ください。

学務課（第二庁舎7階☎5742－6828
Fax5742－0180）

問い合わせ

学校名 電話 受け入れ可能人数
（学級） 学校公開日

東海 3471－6951 145人（4） 10／14㈯

大崎 3491－6623 105人（3） 10／7㈯・20㈮・21㈯
10／28㈯学習発表会

浜川 3761－1014 105人（3） 10／10㈫～13㈮
10／28㈯学習発表会

鈴ケ森 3765－2849 185人（5） 10／20㈮・21㈯
10／28㈯文化祭

冨士見台 3772－0900 105人（3） 10／7㈯・16㈪～21㈯
荏原第一 3785－1680 185人（5） 10／5㈭～7㈯・20㈮・21㈯
荏原第五 3781－5643 145人（4） 10／10㈫～13㈮
荏原第六 3781－7776 105人（3） 10／2㈪～4㈬

学校名 電話 受け入れ可能人数
（学級） 学校公開日

戸越台 3781－6250 105人（3） 10／7㈯・10㈫～13㈮
日野学園 3441－3209 145人（4） 10／16㈪～18㈬

伊藤学園 3771－3374 185人（5） 10／6㈮・7㈯
10／27㈮・28㈯学芸発表会

八潮学園 3799－1641 145人（4） 10／6㈮・7㈯
荏原平塚学園 3782－7770 145人（4） 10／5㈭～7㈯
品川学園 3474－2671 185人（5） 10／20㈮・21㈯
豊葉の杜学園 3782－2930 145人（4） 10／20㈮・21㈯

※ は義務教育学校。
※公開日は変更になることがあります。時間や内容については、各校へお問い合わせください。
※公開日以外の日にご覧になりたい場合は、各校にご相談ください。

抽選となった場合の受け入れ順位

＊3　 希望する中学校（7・8年）に兄姉が在籍し、同一校に通学させる方
＊4　 希望する義務教育学校（1～8年）に兄弟姉妹が在籍し、同一校に通学させる方
＊5　 例：大井第一・山中小学校に在籍している伊藤学園（後期課程）の通学区域外の児童
＊6　 連携校のうち次の小学校に在籍し、連携する中学校（浜川小－浜川中、小山小－荏原第六

中、京陽小－戸越台中）への通学を希望する方

問い合わせ／庶務課 ①～④は教育施設調整担当☎5742－6833
⑤は施設係☎5742－6826 Fax5742－6890

東日本大震災および熊本地震の被災
により、区内に避難している場合、
住民票がなくても入学できます。
　詳しくは学務課にお問い合わせください。

無抽選受け入れ 義務教育学校（後期課程）通学区域・
義務教育学校（前期課程）在籍者

第1順位 兄弟姉妹＊4

第2順位
 義務教育学校（後期課程）通学区域の
小学校在籍者で義務教育学校（後期課
程）通学区域外＊5

第3順位 区内全域

義務教育学校（後期課程）

無抽選受け入れ 中学校通学区域
第1順位 兄姉＊3
第2順位 特定の連携小学校に在籍し、中学校通学区域外＊6
第3順位 区内全域

無抽選受け入れ 中学校通学区域
第1順位 兄姉＊3
第2順位 区内全域

中学校 連携校

区内全校の中から入学する中学校・義務教育学校（後期課程）を希望できます。
施設の状況などにより、通学区域の内外を合わせた受け入れ可能人数を次のように設けます。中学校・義務教育学校（後期課程）
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品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   6日㈮ 11日㈬ 20日㈮
うつ病あんしん相談 27日㈮ 11日㈬   4日㈬
高齢期のこころの相談 24日㈫ 17日㈫ 11日㈬
児童思春期のこころの相談   4日㈬ 12日㈭ 26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 10月

日10月13日㈮午後1時30分～3時30分
内合唱・合奏で心身のリフレッシュ
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）
場申問電話で、荏原保健センター☎3788－7016へ

難病の方のための音楽療法

キッズクラブ
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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

●園庭開放
月～土＝ 平塚保
月～金＝ 大井保、北品川保、西中延保、二

葉保、冨士見台保、東五反田保、
八ツ山保、伊藤保

火～金＝東大井保
水・金＝荏原保
水＝台場保、第一日野幼、西五反田第二保
木＝一本橋保
5日㈭・19日㈭＝荏原西第二保、平塚幼
10日㈫・31日㈫＝伊藤幼
18日㈬＝浜川幼（未就園児）
20日㈮＝二葉つぼみ保、二葉幼

●身体測定
3日㈫＝ 東品川保、荏原西保、五反

田保（幼児）
6日㈮＝五反田保（乳児）
11日㈬＝西五反田第二保（乳児）
18日㈬＝西五反田第二保（幼児）
●給食を知ろう会
17日㈫＝荏原西保
27日㈮＝一本橋保
●運動会
14日㈯＝旗の台保、小山台保
28日㈯＝北品川保、南ゆたか保

●その他のイベント
4日㈬＝大井倉田保（おはなし会）
13日㈮＝浜川幼（未就園児親子体験）
18日㈬＝台場幼（3歳児交流会）
20日㈮＝台場幼（幼稚園公開）
20日㈮・27日㈮＝南大井保（リズム遊び）
26日㈭＝西中延保（絵本の広場開放）
26日㈭＝一本橋保（保育園見学ツアー）
31日㈫＝滝王子保（焼き芋会）
●保育体験
詳しくは各園へお問い合わせください。

　10月に参加できる主な事業 保＝保育園、幼＝幼稚園
※日程など詳しくは各園へお問い合わせください。
　各園の問い合わせ先は区ホームページをご覧ください。

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。
人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）　※定員は実施園、実施内容により異なります。
申利用日の3日前までの午後2時～5時に、電話か直接希望の園へ　問実施園、保育課運営係（☎5742－6724 Fax5742－6350）

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

キ
リ
ト
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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23日㈷
24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23日㈷

 はせがわ内科クリニック 大　井 3 －25－13 ☎3775－1311
 小川歯科 東品川 2 － 2 － 4 ☎5460－8148
 白田歯科クリニック 平　塚 2 －18－12 ☎3785－6471
 みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450
 荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

9月24日㈰

 赤沼医院 大　井 2 －21－10 ☎6809－9236
 小林歯科医院 北品川 2 －22－10 ☎3471－3326
 新井歯科医院 平　塚 2 －15－14 ☎3784－7084
 篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
 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分で終了）

9月30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

小

内

内

内

内

内

小

小

小

小

小

歯

歯

歯

歯

骨

骨

骨

骨

薬

薬

薬

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 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

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

体験型育成事業「わくわく・ドキドキ
表現コース～演劇体験～」

劇を鑑賞し、バックステージ見学などを通
して、共同作業の楽しさを体験します。
日10月28日㈯午後4時30分～8時30分
※現地集合・解散（交通費は自己負担）。
場サンシャイン劇場
（豊島区東池袋3－1－4）
人小学生と保護者15組30人（抽選）
持ち物／飲み物、運動靴
申問10月11日㈬（必着）までに、往復はが
き（1組1枚）に「演劇体験希望」とし、住所、
電話番号、参加者全員の氏名（ふりがな）・
性別、お子さんの学校名・学年を子ども育
成課育成支援係（〠140－8715品川区役所
☎5742－6596 Fax5742－6351）へ

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
乳がん検診（予約制）＊…34歳以上の女性（偶数年齢時）
※4月1日より視触診はなくなりました

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歳で受けたことがない方）
20歳からの健診（20～39歳）
※30年度まで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＊
（20・25・30・35・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 Fax5742－6876）
　 ・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（☎5742－6736 Fax5742－6741）

健康課（☎5742－6743 Fax5742－6883）
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

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。

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　人＝対象・定員　￥＝費用・料金　参＝参加方法　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催　 ＝E-mail　 ＝ホームページ（http://）
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人区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
年会費／2,500円
問シルバー人材センター本部
（☎3450－0711 Fax3471－6187）

ピアカウンセリング
～一人で悩まず一緒に考えましょう～
障害のある方同士で、話し合いや情報交
換をしませんか。
●心身障害者福祉会館
（旗の台5－2－2）
日11月2日㈭・15日㈬、12月7日㈭・20
日㈬午後1時30分～4時
●品川総合福祉センター（八潮5－1－1）
日10月5日㈭・18日㈬午後1時30分～4時
────────共通────────
人区内在住で、障害がある方と家族
申開催日の2日前までに、電話かFAXに
「ピアカウンセリング」とし、希望日、住所、
氏名、年齢、電話番号、障害の程度を障
害者生活支援センター（☎5750－4995 
Fax3782－3830）へ
問障害者福祉課障害者相談係
（☎5742－6710 Fax3775－2000）

作品から読み解くベートーヴェンの
創作活動の「内」と「外」
日11月10日～12月15日の金曜日
午後7時～9時（全6回）
場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
人16歳以上の方100人（抽選）
￥1,500円
申問10月6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

地域ボランティア養成講座
「絵本よみきかせ講座」
読みきかせのスキルを磨いてみませんか。
日10月25日㈬、11月1日㈬・8日㈬
午前10時～正午（全3回）
人読みきかせ活動をしている方30人（抽選）
場申問10月13日㈮（必着）までに、往復
はがきで講座名、住所、氏名、電話番号、
活動している施設名を品川図書館（〠140
－0001北品川2－32－3☎3471－4667
Fax3740－4014）へ

発達障害・思春期サポート事業
第5回啓発講演会
日11月12日㈰午後2時～3時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内「改めて知る 改正発達障害者支援法」

人50人（先着）
￥500円（資料代）
申11月8日㈬（必着）までに、往復はが
きかEメールで講演会名、住所、氏名、電
話番号をパルレ（〠141－0021上大崎1－
20－12 moushikomi@gol.com）へ
問障害者福祉課療育支援担当
（☎5742－6389 Fax3775－2000）

環境学習講座　大人の工作教室
～流木などでエコアート～
インテリア小物、オブジェ作品を作ります。
日10月22日㈰午後1時30分～4時　
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人中学生以上の方10人（抽選）
申問10月3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・
年齢、電話・FAX番号を環境情報活動セ
ンター（〠140－0003八潮5－9－11☎・
Fax5755－2200）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

健康大学しながわ「第3回公開講座」
日11月10日㈮午後2時から
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
内講演「知っておきたい『女性ホルモン』
の働きとからだの変化～自分のカラダの
事を知ろう～」、運動（実技）
人区内在住か在勤の50代までの女性
70人（先着）
託児／就学前のお子さん15人（先着）
申問10月20日㈮までに、電話で荏原保
健センター（☎3788－7013 Fax3788－
7900）へ

産業技術高専オープンカレッジ
①ドイツ語会話～初級から中級へ～
日10月10日㈫・17日㈫・24日㈫、11月
14日㈫・28日㈫、12月5日㈫・12日㈫・
19日㈫、30年1月16日㈫・23日㈫
午後6時30分～8時（全10回）
人中学生以上の方15人（抽選）
￥9,300円
②家庭で実践できる草木染め
日10月28日㈯、11月11日㈯・18日㈯
午後1時30分～4時30分（全3回）
人高校生以上の方12人（抽選）
￥7,000円
────────共通────────
場申①は10月2日㈪、②は10月12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 Fax
3471－6338 soffi  ce@metro-cit.ac.jp）
へ
問文化観光課生涯学習係

子どもすこやか医療費助成
医療証交付のお知らせ
現在、有効期限が9月30日までの乳幼児
医療証または子ども医療証をお持ちの方
へ、9月下旬に10月1日から有効の医療証
をお送りします。
① 30年4月に小学生になる「乳幼児医療
証」をお持ちの方＝30年3月31日まで有
効の乳幼児医療証
② 中学3年生で「子ども医療証」をお持ち
の方＝30年3月31日まで有効の子ども医
療証　※3月31日で資格終了になります。
③ ①②以外の方＝30年9月30日まで有
効の医療証
○中学生までのお子さんがいる方で、乳幼
児・子ども医療証をお持ちでない方は、申
請により「子ども医療証」が交付されます。
助成対象は申請日以降の医療費です。
※お子さんと保護者の健康保険証と印鑑
を持って申請してください。
問子ども家庭支援課医療助成係（本庁舎
7階☎5742－9174 Fax5742－6387）

生活にお困りのときはご相談ください
生活上の不安や困っていることを一緒に
考え、状況に応じた相談・支援を行います。
場暮らし・しごと応援センター
（第二庁舎3階）
人区内在住の方（生活保護受給中の方は
対象となりません）
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。
問同センター☎5742－9117
生活福祉課相談係
（☎5742－6714 Fax5742－6798）

親元近居支援事業
（三世代すまいるポイント）
　品川区内で親と近居または同居するこ
とになった子世帯に対し、転入・転居に
かかった費用の一部を「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。ポイントは区内共通商品券な
どと交換）。申込期限は、転入・転居の翌
月から数えて3カ月目の末日です。
　申込要件など詳しくは、住宅課（本庁
舎6階）で配布する募集案内をご覧くださ
い。募集案内は区ホームページからダウ
ンロードもできます。
○第2期募集（7～9月申込受付）が間も
なく終了します。
※予定件数を上回った場合は抽選。
※第3期募集（最終）は10月2日㈪～30
年1月31日㈬です。
問住宅課（☎5742－6776 Fax5742－6963）

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
10月のオープンキャンパス情報
日10月28日㈯午後2時～4時
内体験授業「高齢者の身体とは」、学校案
内（学費・授業内容など）ほか
人介護福祉士をめざしている方
場参問当日、直接同校（西品川1－28－
3☎5498－6364 Fax5498－6367）へ
※学校見学も随時受付中（要予約）。
※10月から推薦入試、11月から一般入試
を実施します。

塾代などを支援します
中学3年生、高校3年生の学習塾などの費用
や受験費用について貸し付けを行います。
貸付額／受講料＝実費（上限200,000円）
高校受験料＝実費（上限27,400円）
大学受験料＝実費（上限80,000円）
人次の全てにあてはまる方
・20歳以上で、世帯の生計中心者
・預貯金などが600万円以下
・土地・建物を所有していない（自己居住
用は除く）
・都内に1年以上住民登録をしている
・生活保護受給世帯でない
・暴力団員が属する世帯の構成員でない
・世帯（父母など養育者）の総収入か合
計総所得が一定基準以下
総収入：給与収入（年金収入）
世帯
人数 一般世帯 ひとり親世帯

1 1,797,000円以下 1,797,000円以下
2 2,717,000円以下 3,018,000円以下
3 3,343,000円以下 3,788,000円以下
4 3,864,000円以下 4,415,000円以下
※営業所得など、給与収入以外の所得がある
場合は、総所得で確認

※詳しくはお問い合わせください。
問生活福祉課相談係
（☎5742－6545 Fax5742－6798）

第3回東京二十三区清掃一部事務組
合議会定例会を傍聴できます
日9月27日㈬午後2時30分
人30人（先着）
場・傍聴受付／当日、午後1時30分より
東京区政会館20階（千代田区飯田橋3－
5－1）へ
問同事務組合議会事務局
（☎5210－9729 Fax5210－9584）

シルバー人材センター会員募集
区内のご家庭や企業から依頼のあった短
期・簡易な仕事をします。家事援助や育
児支援など、どなたでも活躍できる場が
たくさんあります。現在、女性会員を緊急
募集中です。まずはお問い合わせください。

お知らせ！

講座・講演

日時／10月7日㈯・8日㈰午前9時～午後4時
内容／ふれあい動物園、盆栽展示、ポニー乗馬
問い合わせ／しながわ区民公園
（☎3762－0655 Fax3767－8258）

日時／10月14日㈯・15日㈰午前10時～午後4時
内容／押し花、ステンシル、花苗販売、写真展示
問い合わせ／同園（☎・Fax3471－3696）

日時／10月21日㈯・22日㈰午前10時～午後4時
内容／盆栽展示、花苗無料配布
問い合わせ／同園（☎3782－8819 Fax3782－8849）

日時／10月28日㈯・29日㈰午前9時～午後4時
内容／花苗販売、昔遊び工作
問い合わせ／同園（☎3762－0655 Fax3767－8258）

東品川海上公園
（東品川3－9）

戸越公園
（豊町2－1）

しながわ区民公園
（勝島3－2）

日時／10月14日㈯ ①午前10時30分～11時40分
②午後1時30分～2時40分
会場／東品川海上公園（東品川3－9）　※みどりと花のフェスティバルと同時開催。
対象・定員／区内在住か在勤の方各35人（抽選）
申込方法・問い合わせ／9月30日㈯（必着）までに、往復はがき（1枚3人まで）
で講座名、希望番号、代表者の住所・氏名・電話番号、人数をしながわ中央公園管
理事務所（〠141－0033西品川1－27－14☎5740－5037 Fax5740－5044）へ

奥峰子のすてきな園芸講座

みどりと花のフェスティバルで使用する電力量のうち500kWhは、バイオマス
発電でまかなわれます。

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

苗木・花の販売、みどりの相談などを行います
日時／11月12日㈰ ①午前10時～正午 ②午後1時30分～3時30分
会場／区役所251会議室（第二庁舎5階）
対象・定員／区内在住か在勤の方各50人（抽選）
費用／各1,000円（教材費）
申込方法・問い合わせ／10月13日㈮（必着）までに、往復はが
きで講座名、希望番号、住所、氏名、電話番号を公園課みどりの
係（〠140－8715品川区役所☎5742－6799 Fax5742－9127）へ

「原由紀子の魅
み

せる園芸講座」 ～春まで楽
しめる

　寄せ植え
作り～

西大井広場公園
（西大井駅前）
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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

申電話で、東京しごとセンター女性しご
と応援テラス☎5211－2855へ
問男女共同参画センター
（☎5479－4104 Fax5479－4111）

　品川＆早川ふるさと交流「マウントし
ながわ」里山再生クラブ新規会員募集
里山再生活動や森林体験をしませんか。
日11月25日㈯～26日㈰
（午前7時30分区役所集合・午後5時30分
頃解散、1泊2日、往復バス）
宿泊／町営ヴィラ雨畑（山梨県・温泉）
人森林作業、里山に興味のある区内在住
か在勤の18歳以上で、山作業が可能な健
脚の方3人（抽選）
￥7,000円（交通費・宿泊費込）
申問10月20日㈮（必着）までに、はがき
かFAXに「マウント」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（〠140－8715品川
区役所☎5742－6856 Fax5742－6877）へ
　打ち水百景写真展
～打ち水大作戦　しながわ2017～
日9月27日㈬～10月5日㈭
午前8時30分～午後5時15分
※土曜日を除く。最終日は正午まで。
場区役所第二庁舎3階ロビー
問環境課（☎5742－6755 Fax5742－6853）

秋季品川区囲碁大会　参加者募集
日10月22日㈰
午前9時30分受け付け・10時対局開始
場総合体育館
対戦方法／段・級6クラス別個人戦
人9級以上の方
￥1,000円（昼食代込）
申問10月6日㈮（必着）までに、往復は
がきに「囲碁大会」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）を文化観光課文化振興係へ

第21回「しなふく紅葉まつり」
日10月22日㈰午前10時30分～午後2時
30分　※雨天決行。
内作品展示・販売、模擬店、ミニコンサー
ト、体験コーナー、福祉資料コーナー
場問品川総合福祉センター　（八潮5－1－1
☎3790－4839 Fax5755－2345）
●当日のボランティアを募集します
内模擬店販売、会場整備・誘導など
※時間は午前10時～午後3時30分。
申10月4日㈬までに、電話で同センター
地域福祉課☎3790－4839へ

中延高齢者複合施設くつろぎ祭り
日10月14日㈯午前11時～午後2時30分
内アトラクション、模擬店、盆踊り、ゲー
ムコーナー
場問同施設（中延6－8－8☎3787－2951
Fax3787－2236）

20代から30代のための料理教室～時短・
簡単ワンコイン（500円）ランチ！～
日10月21日㈯午前11時～午後1時
場きゅりあん（大井町駅前）
内大人のハヤシライス、焼き野菜のマリ
ネ、デザート
人20～39歳の方30人（先着）
￥500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
申問10月18日㈬までに、電話で健康課（☎
5742－6746 Fax5742－6883）へ

愛犬と一緒に楽しむためのしつけ教室

日程 時間・会場

10月7日
㈯

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）

10月8日
㈰

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

内警察犬訓練士によるアジリティー（障害
物）訓練、実技指導、質疑応答 ほか
人飼い主と飼い犬各20組（先着）
申午前9時～午後5時に、電話でしながわ
中央公園管理事務所☎5740－5037へ
問公園課（☎5742－6789 Fax5742－9127）

男女共同参画センターあったか交流サ
ロン～気軽にスクラップブッキング～
手のひらサイズのミニバッグを作ります。
開催時間内に手ぶらでお立ち寄りください。
日9月26日㈫午前11時～午後2時
※時間は15分程度。
人50人（先着）
場参問当日、男女共同参画センター（東大
井5－18－1きゅりあん3階☎5479－4104
Fax5479－4111）へ

3区合同高次脳機能障害講演会
「高次脳機能障害と生きる」
日10月1日㈰午後1時30分～3時30分
内講演、当事者の主張、家族会活動の紹介
人150人（先着）
場参当日、区役所講堂（第三庁舎6階）へ
問品川区高次脳機能障害者と家族の会・
渡辺☎3781－0921、障害者福祉課（☎
5742－6710 Fax3775－2000）

子育て女性向けセミナー
「子育てしながら私も働ける！？」
私も子どもも大切にしながら働くための
準備について考えましょう。
日10月31日㈫午前10時～正午
場男女共同参画センター
（東大井5－18－1きゅりあん3階）
人育児をしながら再就職を考えている女
性20人（先着）
※3歳までのお子さん同伴可。

　●講座・講演

●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（30年4月28日㈯～5月5日㈷）は抽選、締め
切りはそれぞれの受付開始月の月末。

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
4月分の受付／10月1日㈰より

区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

予約受付　　　　　午前9時～午後6時

問い合わせ／地域活動課（☎5742－6687 Fax5742－6877）

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

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

※区民の方は区の補助により料金の割引があるので、宿泊時に住所などが確認できる
もの（運転免許証、健康保険証、社員証など、障害のある方は障害者手帳など、要
介護高齢者の家族介護者は要介護者の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、補助は受けられません）。
○品川荘・光林荘を経営する民間事業者が運営する他の施設も利用できます。詳しく
はホームページをご覧いただくか上記施設へお問い合わせください。

五反田文化センタープラネタリウム
場問同センター（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451Fax3492－7551）
shinagawa-gotanda-planetarium.com/

　★10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。
日内○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＝一般向け投影 ○ヒーリング・プラネタリウム＝
6日㈮午後7時 ○星空ゼミ＝7日㈯午後3時30分 ○ふれあい文化祭無料投影＝21
日㈯・22日㈰
※各回とも前半は当日の星空の解説。
人各回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10月14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 10月の天体観望会「月」

日10月27日㈮ 午後6時30分～8時
人80人（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。

★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

申1は10月3日㈫、2は10月17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10月5日㈭、2は10月19日㈭午前10時から電話
受付（先着）。

共
通

催　し

会場／六行会ホール（北品川2－32－3）
定員／250人（先着）
申込方法・問い合わせ／電話で、品川図書館（☎3471－4667 
Fax3740－4014）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

エッセイストであり元NHKアナウンサーの
山川静夫氏が、アナウンサー・年末の国民的
歌番組で司会を務めた経験や、歌舞伎などの
伝統芸能など、裏話も含めてお話しします。
六行会と共催で開催します。

品川図書館
秋の講演会

「ぼくのアナウンサー人生」
10月21日㈯午後2時～3時30分

　区内では、特殊詐欺の被害件数が昨年よりも大幅に増えており、多くの高齢者が被害に遭って
います。区役所職員や、金融機関の職員になりすました手口が増えています。現金やキャッシュカー
ドを要求したり、医療費等の返還金があるという電話があった場合は、家族や区、警察へすぐに
相談してください。
　特殊詐欺の被害に遭わないためには、「犯人からの電話に出ないこと」が一番です。常に留守番
電話機能を設定しておくことや「自動通話録音機」を設置することが効果的です。貸し出しにつ
いては、区か警察署にお問い合わせください。
対象／区内在住で、65歳以上の方
※本人確認のため、官公署が発行した証明書を提示してください。代理の場合は委任状が必要です。
問い合わせ／品川警察署☎3450－0110、大井警察署☎3778－0110、大崎警察署☎3494－
0110、荏原警察署☎3781－0110、地域活動課生活安全担当（☎5742－6592 Fax5742－6878）

特殊詐欺の被害が増加しています
だまされな

いで！

「自動通話録音機」を無料で貸し出しています
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レッツ スポーツ

日10月17日～11月14日の火曜日午前9時30分～11時30分（全5回）
人16歳以上の方30人（抽選）
￥2,500円（保険料込）
場申問10月8日㈰（必着）までに、往復はがきで教室名、住所、氏名、電話番号を戸
越体育館へ

バウンドテニス教室

日11月26日㈰午後1時30分から
場戸越体育館
内個人の部＝打点ありの競技形式、集団の部＝打点なしの表演
人加盟団体・友好団体会員、太極拳愛好者
￥個人の部＝1,500円、集団の部＝1人1種目1,000円　※観覧は無料。
主催／品川区武術太極拳連盟
申10月10日㈫までに、電話かFAX、Eメールで品川区武術太極拳連盟（☎070－
1278－0023 Fax050－3730－0805 info@shinagawa-taiji.com）へ
問スポーツ協会

第14回武術太極拳連盟交流演武大会

第67回品川区民スポーツ大会（秋季）

競技名 日程 会場 費用 内容 申込締切日
①
クレー射撃

10月8日
㈰

千葉県成田射撃場
（千葉県印西市山田166） 8,000円 トラップの部、スキートの部（各100発）

※弾は各自持参、銃砲等所持・猟銃用火薬類等譲受許可証を携帯　※午前9時開会
当日

直接会場へ

②
剣道

10月29日
㈰

日野学園
（東五反田2－11－1）

500円
小中高生 　300円

小学1・2年の部、小学3・4年の部、小学5・6年の部、中学男子（1・2・3年）の部、中学女子の部、
男子初段以下の部、2段の部、3段の部、女子3段以下の部、高段者（4段以上）の部
※10月22日㈰組み合せ（会議室）

10月18日㈬

③
デイキャンプ

10月22日
㈰

しながわ区民公園
（勝島3－2）

4歳～小学生 　500円
中学生以上　1,000円

定員40人（抽選）
※小学生以下は保護者同伴

10月11日㈬
（必着）

④
バドミントン

10月29日
㈰ 戸越体育館

500円
中高生　300円

壮年（ペア）800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）
※中学・高校・一般はシングルストーナメント戦（予選リーグあり）
※壮年はダブルストーナメント戦（予選リーグあり）　※ラリーポイント制（3ゲーム）

10月18日㈬

⑤
ダンススポーツ

11月5日
㈰

品川健康センター
（北品川3－11－22） 1ペア　800円

スポーツダンス、ベーシック、ニュースター、シニアスターⅠ（ペア合計120歳以上）・Ⅱ（ペア合
計135歳以上）
※スタンダード（ワルツ・タンゴ複合）、ラテン（チャチャチャ・ルンバ複合）
※Ａリーグ登録者は除く

10月11日㈬

申問申込締切日までに②④⑤は費用を持って、③ははがきかFAXに「デイキャンプ」とし、住所、氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ（10月16日㈪を除く）

コース 対象 日程 曜日 時間 回数 定員
（抽選） 費用 説明会

シルバー
コース

60歳以上で
健康な方

11月15日～
30年1月24日 水 11:30

～13:00 10回 50人 1,400円 10月18日㈬
11:00

チャレンジ
コース

16～74歳で
健康な方

11月17日～
30年3月30日 金 13:30

～15:00 19回 40人 2,680円 10月19日㈭
15:00

※費用は保険料込、プール入場料別。
場申問10月5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、電話番号、緊急連絡先・続柄を荏原文化センター（〠142－0053中延1－9－15
☎3785－1241 Fax5702－2843）へ
※説明会当日、60歳以上の方は、過去1年以内の健康診断結果の写しを提出していただ
きます。　※健康に不安のある方は医師の許可を必ず得てください。

荏原文化センター水泳教室

9月21日㈭・22日㈮に開催する本会議での一般質問の様子が、ケーブルテレビ品川で放送さ
れます。区議会本会議の放送では、手話通訳を取り入れています。
問い合わせ／区議会事務局（☎5742－6810 Fax5742－6895）
gikai.city.shinagawa.tokyo.jp/

●9月22日㈮の一般質問
内　　容 放送日時
鈴木　　博
（自・未）

9/27㈬ 21:00～21:45
（再）10/ 1㈰   9:00～  9:45

松永よしひろ
（民・無）

9/28㈭ 20:00～20:45
（再）10/ 1㈰ 11:00～11:45

塚本よしひろ
（公　明）

9/28㈭ 21:00～21:45
（再）10/ 1㈰ 14:00～14:45

鈴木ひろ子
（共　産）

9/29㈮ 20:00～20:45
（再）10/ 1㈰ 15:00～15:45

渡部　　茂
（自・未）

9/29㈮ 21:00～21:45
（再）10/ 1㈰ 16:00～16:45

ケーブルテレビ放送以外にも本会議のインターネット生中継をしています。また、本会議
終了後おおむね1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。

●9月21日㈭の一般質問
内　　容 放送日時
筒井ようすけ
（維・無）

9/25㈪ 20:00～20:45
（再）9/30㈯   9:00～  9:45

鈴木　真澄
（自・未）

9/25㈪ 21:00～21:45
（再）9/30㈯ 11:00～11:45

つる伸一郎
（公　明）

9/26㈫ 20:00～20:45
（再）9/30㈯ 14:00～14:45

飯沼　雅子
（共　産）

9/26㈫ 21:00～21:45
（再）9/30㈯ 15:00～15:45

西本　貴子
（無所属）

9/27㈬ 20:00～20:45
（再）9/30㈯ 16:00～16:45

区議会のケーブルテレビ放送

問い合わせ／保健予防課感染症対策係（☎5742－9153 Fax5742－9158）

HIV即日検査を無料・匿名で実施します
　エイズは治療方法の進歩により、発病を遅らせ通院でコントロールでき
るようになりました。近年、HIVに感染していると気づかずにエイズを発症
するケースが増えているため、早期発見と治療が大切と言われています。
　区では検査当日に結果が判定できる即日検査を実施します。検査は、感
染の機会があった時から3カ月以上経過していれば可能です。
日時／10月28日㈯午後0時30分～2時（検査の説明、相談、採血）、午後2時
から（検査結果の説明、カウンセリング）
会場／品川保健センター　定員／30人（先着）
申込方法／10月6日～27日の金曜日正午～午後6時に、専用電話5259－
0255へ
※ www.npo-jhc.com/shinagawa-kensa/からも予約できます。

①品川保健センター
　（北品川3－11－22）
日時／偶数月の第1木曜日
午前9時～10時
会場・申込方法／電話で、同セ
ンター☎3474－2225へ

②荏原保健センター
　（荏原2－9－6）
日時／奇数月の第4火曜日
午前9時30分～10時
会場・申込方法／電話で、同セ
ンター☎3788－7014へ

● HIV抗体検査（予約制・無料・匿名）も行っています

インフルエンザは、毎年11～2月頃の寒い時期に流行します。
帰宅後のうがいや、石けんでの手洗いの習慣、さらに規則正し
い生活やバランスの良い食事を心がけ体力をつけるなど、予防
に努めましょう。また、予防接種も効果があり、特に高齢者や
慢性の病気がある方にはお勧めします。なお、接種の際はかか
りつけの医師とよく相談してください。

接種期間／10月1日㈰～30年1月31日㈬
会場／契約医療機関
対象／区内在住で、次のいずれかにあてはまる方
①65歳以上（昭和27年12月31日以前生まれ）
②60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に障害がある（障害者手帳1級程度）

自己負担額／2,500円
※生活保護受給中の方は無料です。
※期間中1回に限ります。
※10月1日までに必要書類を送ります。
※診療時間などは医療機関に確認してください。
問い合わせ／保健予防課保健計画担当
（☎5742－9152 Fax5742－9158）

インフルエンザに気をつけましょう 高齢者インフルエンザ予防接種

日10月1日～29日の日曜日午後1時～3時（全4回）　※10月8日は除く。
￥1回100円
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、直接浜川小学
校（南大井4－3－27）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

鈴ヶ森地区スポ・レク推進委員会　バレーボール教室

日10月23日～12月11日の月曜日午前11時～午後1時（全8回）
※雨天予備日は12月18日・25日。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
人学生を除く16歳以上でラリーのできる方20人（抽選）
￥10,000円（保険料込）　主催／品川区テニス連盟
申問10月4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、テニス歴をスポーツ協会へ

初級・中級硬式テニス教室（午前）

日10月1日～29日の土・日曜日午後7時～9時（全9回）
￥1回100円
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、直接第一日野小学
校（西五反田6－5－32）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

スポクラ・しながわ　バドミントン教室



● 品川区功労者表彰
● 健康センター・総合体育館コース型プログラム
● 品川歴史館特別展
● O美術館企画展

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　10月1日号

　

平成29年（2017）

9/21
2054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。

10月9日は体育の日 ～来てみて
体育館へ

　楽しいこ
といっぱい

～

スポーツ協会（☎3449－4400 Fax3449－4401）問い合わせ

　1964年東京オリンピック・パラリンピックを記念して「体育の日」
が制定されました。今年も、体育館の無料フリー開放に加え、区内の
大使館・領事館などと連携し、地域特性を生かした国際色のあるイベ
ントを実施します。
　2020年夏には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。
この機会に、スポーツやレクリエーションを始めてみませんか。

10月9日㈷
午前9時30分～午後4時
総合体育館（東五反田2－11－2）
戸越体育館（豊町2－1－17）

日時

会場

午前 午後

総合体育館

やさしいエアロビクス＊1＊5　（9:30～10:15）
民踊＊1＊2　（10:00～12:00）
空手道＊2　（10:00～12:00）
親子運動教室「親子でストレッチ＆ヨーガ」＊3　（10:30～11:20）〈9:30
受付開始〉
アロマヨーガ＊1＊5　（10:30～11:30）
障害者水泳教室発表会（障害者水泳教室参加者）（9:30～11:30）
ズンバ＊1＊5　（11:45～12:45）
体力測定（10:00～15:30）

プール一般開放（12:30～15:00）
新体操教室＊4　（①13:00～14:00、②14:30～15:30）
〈9:30受付開始〉
フラメンコ＊1＊5　（13:15～14:15）
社交ダンス＊1＊2　（13:30～15:30）
なぎなた＊2　（13:30～15:30）
ヒップホップ入門＊1＊5　（14:45～15:45）
水中エアロビクス教室（ヌードル使用）（15:00～16:00）
ヨーガ入門＊1＊5　（16:00～17:00）

戸越体育館

ソフトバレーボール＊1　（9:30～12:00）
剣道（小・中学生）（9:30～10:30）
卓球＊1　（9:30～12:00）
親子（孫）で遊ぼう＊1　（4歳以上の未就学児先着15組）（10:00～11:30）
剣道（一般）（10:40～11:40）

ストレッチ・ヨーガ＊1　（13:30～15:00）
バスケットボール＊1　（13:30～16:00）
太極拳とストレッチ（初心者）＊1　（13:30～16:00）

各体育館内イベント（一部を除きフリー利用（無料））

＊1は上履きが必要
＊2 は指導員によるデモンス
トレーションあり

＊3 は5歳～小学3年生のお子
さんと保護者25組（先着）

＊4 は①年中～年長クラス、
②年長クラス～小学4年生
のお子さん各30人（先着）

＊5 は16歳以上の方各20人
（先着）
※夜間の時間帯は、プールは
一般公開（有料）、競技場な
どは団体貸し出しです。

ホッケー体験（2020年東京オリンピック区内開催競技）
～やってみようホッケー～ （13:00～15:30）
ドリブルやシュートなどを体験できます。

体験コーナー
・ 鉄棒のワンポイント指導（10:00～、10:45～、11:30～ 各30分）〈9:30受
付開始、各12人（先着）〉

・体力・血管年齢・体脂肪測定など（9:30～15:30）スポーツ協会加盟団体による競技説明や演武
5人のプロによるブレイクダンスのパフォーマンスのほか、スポーツ協会加盟
団体による競技紹介や模範演技などを15分間隔で行います。

総合体育館外周イベント
・大使館・領事館などによるお国自慢料理、民芸品の展示・即売会
・商店街・町会などによる模擬店
・観光協会・福祉法人などの紹介・即売会
・お休みコーナー

総合体育館特別イベント ※イベントは都合により変更や中止する場合があります。

●図書館では、毎月23日の「しながわ
親子読書の日」に「ねえ、この本よん
で！」リストを発行しています。また、
年齢別のおすすめリストなども発行し、
図書館で配布しています。品川区立図
書館ホームページhttp://library.city.
shinagawa.tokyo.jp/でもご覧いただ
けます。

品川図書館（☎3471－4667 Fax3740－4014）
問い合わせ

図書館では、「秋の子ども読書の日フェア」を開催
します。ぜひお子さんと一緒におでかけください。

第1講習室
●子ども映画会（子ども向けDVD上映）
　 時間・内容／
　午前11時～正午「まめうしくん／とうさんまいご」（幼児向け）
　午後1時～1時20分「うずらちゃんのかくれんぼ」（乳児向け）
　午後2時～3時35分「モンスターホテル」（小学生向け）

第2講習室
● おはなしどこでも隊による「おはなしカーニバル（おはな
し会）」
　 時間／①午前10時30分、②11時30分、③午後1時15分、
④2時15分　※時間は各45分。

第1会議室
●科学工作遊び
　おどるヘビくんをつくろう（幼児向け）
　エコーマイクをつくろう（小学生向け）
　時間／午前10時30分～午後4時
　定員／各200人（先着）

第2会議室
● 「よんでみたいな！」などのおすすめリストに掲載した本
や大型絵本の展示
　時間／午前10時30分～午後4時
● 「あつまれ！赤ちゃんおひざでおはなし（乳児向けおはな
し会）」
　時間／ 午前11時40分、午後0時20分、1時30分、3時
　　　　※時間は各20分。
※お越しの際は公共の交通機関をご利用ください。
※授乳やおむつ替えの場所もあります。

ブックフェア

「おはなしのせかいへ
　しゅっぱーつ！」
10月1日㈰～31日㈫
（全館で開催）

※詳しくは各図書館へお問い合わ
せください。

イベントに参加した
お子さんには

ブックマくんグッズを
プレゼント！

品川区子ども読書活動推進
PRキャラクター「ブックマくん」 「しおりちゃん」

10月29日㈰
午前10時30分～午後4時

日時 五反田文化センター
（西五反田6－5－1）

会場




