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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

問い合わせ／
品川区清掃事務所リサイクル推進係
（☎3490－7098 Fax3490－7041）

3Ｒを実践すると…
○ごみの処理にかかる費用が減り、最終処分場の寿命が延び
ます
○木や石油や鉱石などの天然資源を新たに使う量が減ります
○CO2の発生が減ります（プラスチックは燃やすときに生ご
みの約150倍の温室効果ガス（CO2など）が発生）

再
生
の
例

・新聞、段ボール➡新聞、段ボール、トイレットペーパー
・ペットボトル➡ペットボトル、クリアファイル、布地など
・缶➡缶、自動車部品、建築資材など
・びん➡びん、アスファルト舗装材料など
・プラスチック製容器包装➡運搬用パレット、擬木、漆器、薬品など

10月は「3
スリーアール

Ｒ推進月間」です
持続可能な未来の　　 のために
人が生きている限り暮らしの中で「ごみ」は発生します
が、東京湾のごみの最終処分場はあと50年で満杯になる
といわれています。豊かで清潔な未来を持続するため、
「ごみを元から減らす・繰り返し使う・資源とし
て再び利用する」という3Ｒ活動をさらに
広げ、「もったいない」の心を一人ひと
りが大切にして ｢循環型社会｣ を推
進しましょう。

●買い物にはマイバッグを持参
●無駄になるものを買わない、買いだめをしない
●使い捨てになるものは極力買わない
●詰め替え用がある商品を選ぶ
●食べ残しをしない、外食時は食べられる分
だけ注文
●マイ箸・マイボトルを携帯
●生ごみはギュッと水きり

●シャンプーのボトルなどは繰り返し使用
●使えるものは交換・修理などをして大切に使用

●ほかの使い道を工夫
●自分が要らなくなったものは、必要としている人に譲る
●リサイクルショップやフリーマーケット、リサイクル情報紙を利用

●区で行っているReuse（リユース）活動
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。
◉修理・修繕を行う「リユース事業協力（賛同）店舗」を紹介しています
◉リサイクルショップ「リボン」
・衣類や日用品は→旗の台店
　（旗の台5－13－9 ☎5498－7803 Fax5498－7804）
・家具やギフトは→大井町店
　（区役所第三庁舎2階 ☎5742－6933 Fax5742－6945）

◉フリーマーケット
年1回、5月に開催。また、地域などで自主的に実施している団体に対し
て支援しています。
◉リサイクル情報紙「くるくる」
毎月1日発行で「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」の情報を掲載し、地
域センター、図書館、文化センターなどの区施設に置いています。
掲載申込方法／電話またはFAXで清掃事務所へ

（発生抑制）

（再使用）

3Ｒ（スリー
アール）

って何？
3Ｒとは、ごみを減らす
ための3つの行動の頭文
字をまとめたものです。
3Ｒには優先順位があり
ます。まず、できるこ
とから始めましょう！

ごみを出さない

繰り返し使う

（再生利用）

●資源は種類ごとにきちんと分別して、資源の
ステーション回収・拠点回収・集団回収に出す

●分ければ資源、混ぜたらごみ
　燃やしてしまったら生まれ変われません！！
◉びん・缶・ペットボトルはサッとすすぎ、ペットボトルのキャップと
ラベルは外す
◉プラスチック製容器包装もサッとすすいで資源回収に出す（ペットボ
トルのキャップとラベルもプラスチック製容器包装として出す）
◉新聞・雑誌・段ボール・雑
がみは種類ご
とにしばって
出す
◉牛乳パックは、すすいで、
開いて、乾かして出す
◉古着・古布、廃食用油、不
用園芸土、小型家電（10×25
㎝以内の物で携帯電話、デジ
タルカメラ、家庭用ゲーム機
など）は、月2回の拠点回収に
出す

資源として利用し、再生する

をさらに
ひと
推

●買い物
●無駄
●使
●

●シャ
●使えるものは交換

（スリー
アール）

って
3Ｒとは、ごみを減らす
ための3つの行動の頭文
字をまとめたものです。
3Ｒには優先順位があり
ます。まず、できるこ
とから始めましょう！

ごみを出さ

繰り
て、資源の
収に出す

例

例例

「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」
に参加しています
回収した小型家電は、
東京2020オリンピック
・パラリンピック競技
大会の金・銀・銅メダ
ルとしてリサイクルさ
れます。
※区役所本庁舎2階にも回
収ボックスがあります。

分別して出さ
れた資源は、
新たに生まれ
変わります

❸ ❷
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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　ミニ里山体験と自然観察

日11月12日㈰午後1時30分～3時30分
場しながわ区民公園（勝島3－2）
講師／田中真次（森林インストラクター）
人小学1～3年生と保護者15組（抽選）
申問10月23日㈪（必着）までに、往復はがきで講座名、
参加者全員の住所・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☎・Fax5755－
2200）へ　※ shinagawa-eco.jp/からも申し込み可。

　産業技術高等専門学校オープンカレッジ
　「エッキーを作って液状化について学ぼう」

液状化の仕組みや被害について、液状化ボトル「エッ
キー」を使用して学びます。
日12月2日㈯午後1時～3時
人小学生12人（抽選）　￥2,300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、
電話番号を同校（〠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

　パパズプログラム「お父さんと新感覚スポーツ
　『ビリッカー』に挑戦！」

ビリヤード台を大きくしたような競技場でボールを蹴っ
てゴールに入れるニュースポーツです。
日11月11日㈯①午前10時30分～11時30分
②午前11時45分～午後0時45分
場平塚児童センター（平塚2－2－3）
人①区内在住か在勤の父親と4・5歳児
②区内在住か在勤の父親と小学生 各15組30人（抽選）
※大人1人・子ども1人で1組。
※母子での申し込みは見学のみ。　※託児なし。

持ち物／上履き、飲み物、動きやすい服
申問10月31日㈫（必着）までに、往復はがき（1組1枚）
で講座名、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、お子さ
んの氏名・年齢・性別・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

　体験型育成事業「わくわく・ドキドキ表現コース
　～アクションワークショップ～」

劇団員指導のワークショップを親子で体験しませんか。
日12月2日㈯午後1時30分～5時30分のうち1時間30分
程度
※現地集合・解散（交通費は自己負担）。
場SETスタジオ（北品川1－17－5）
人小学生と保護者20組40人（抽選）
持ち物／飲み物、動きやすい服、運動靴
申問11月17日㈮（必着）までに、往復はがき（1組1枚）
に「アクションワークショップ」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

　日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー第5弾
　テニス観戦ツアー

日11月12日㈰
※国際展示場駅正午集合・午後3時30分頃解散。
場有明コロシアム（江東区有明）
内安藤証券オープン東京2017決勝戦観戦
人小・中学生40人（抽選）　※小学生は保護者同伴。
申問10月27日㈮（消印有効）までに、往復はがき（1枚
4人まで）に「テニス観戦」とし、参加者全員の住所・
氏名（ふりがな）・学校名・学年・性別・年齢・電話番号、
保護者の氏名をスポーツ協会へ　※全員の保護者が同意
のうえ、「保護者同意済」と記入してください。

シニアクラブ
　いきいき筋力向上トレーニング

●参加者募集
日①12月11日～30年3月15日、②12月14日～3
月15日の月•木曜日午前10時～11時30分（全24
回）
場①いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
②東品川シルバーセンター（東品川3－32－10）
内筋力トレーニングマシンを使ったトレーニン
グ、ウオーキング、ストレッチなど
人区内在住で、次の全てにあてはまる方各16人
•65歳以上　•自力で会場との往復ができる　•現
在運動をするのに支障がない　•①は、いきいき
ラボ関ヶ原（11月27日㈪午前10時）、②は、東
品川シルバーセンター（12月4日㈪午前10時）で
行う説明会（3時間程度）に必ず出席できる
¥各7,200円
●トレーニング協力員募集
日トレーニング開催日の午前9時30分～正午
内会場の準備、トレーニングの補助など
謝礼／1回2,000円
人区内在住で、説明会に必ず出席できる方各8人
程度（選考）
――――――――――　共通　――――――――――
申10月25日㈬までに、本人が電話でコナミス
ポーツクラブ 0120－919－573（月～金曜日
午前10時～午後5時）へ
問高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6733 Fax5742－6882）

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 12/17㈰ 9:30～12:30

13:30～16:30
荏原保健
センター 12/ 2㈯ 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11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

　むし歯撃退教室
日11月1日㈬午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、効果
的な歯磨き・フッ化物使用法（実技）

人歯が8本生えた1歳5カ月までのお子さ
んと保護者25人（先着）
場申問10月13日㈮から、電話で品川保
健センター☎3474－2902へ

　精神保健講演会「睡眠と健康について」
日11月17日㈮午後6時30分～8時30分
講師／森下克也（もりしたクリニック院長）
人60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
日11月9日㈭午後1時30分～3時30分
内声を出して心身のリフレッシュ
講師／藤井洋平（音楽療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
の神経難病の方と家族20人（先着）
場申問電話で、大井保健センター☎3772
－2666へ

　母乳相談

助産師から、母乳の飲ませ方や母乳育児
のポイントを聞いてみませんか。
日11月2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）
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2903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）

10月15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）

10月15日㈰

 金城医院 西大井 4 － 2 － 5 ☎3772－1660
 八ツ山パ－クサイド歯科 北品川 1 －14－ 1 ☎5715－1888
 杉原歯科医院 平　塚 3 － 1 －15 ☎5498－1394
 山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137
 誠道館清水接骨院 小　山 2 － 6 －10 ☎3783－0685

  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）

10月14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

※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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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
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10月22日㈰総合防災訓練　衆議院議
員選挙に伴う中止・延期のお知らせ
地区 訓練会場 対応
荏原第二 第二延山小学校 中止
荏原第三 荏原平塚学園 中止

荏原第五 しながわ中央公園 10月29日
㈰に延期

※詳しくは地域のふれあい掲示板などをご
覧ください。
問防災課啓発・支援係
（☎5742－6696 Fax3777－1181）

大井第三区民集会所大規模トイレ改
修工事に伴う貸し出し休止のお知らせ
休止期間／30年1月4日㈭～3月31日㈯
問大井第三地域センター
（☎3773－2000 Fax3771－3735）

事務所スペースを貸し出しています
区内で社会貢献活動やその他公益活動を
行っている非営利団体に、活動の拠点とな
る事務所スペースを貸し出しています。
場こみゅにてぃぷらざ八潮「協働推進室」
内（八潮5－9－11）

種類 月額使用料 設置数
半個室（約30㎡） 10,000円 8ブース
4人用ブース（約10㎡） 6,000円 5ブース
2人用ブース（約5㎡） 3,000円 3ブース
1人用ブース（約2.5㎡） 1,500円 2ブース
使用期間／3年以内
申問地域活動課で配布する「活動拠点室
募集の手引き」を確認のうえ、申請書を同
課協働推進係（第二庁舎6階☎5742－
6693 Fax5742－6878）へ持参
※空き状況は事前にお問い合わせくださ
い。　
※毎月10日に締め切り、審査のうえ貸し
出しを決定します。　
※申請書と手引きは、区ホームページから
ダウンロードもできます。

品川介護福祉専門学校　入試のご案内
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、②一般入試＝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／11月5日㈰・18日㈯
選考内容／書類選考・面接、②作文あり
選考料／①免除、②13,000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）

区内在住で希望する方に「広報しなが
わ」を個別配送しています。
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

自宅のリフォーム、増改築工事のた
めの融資あっせんをします
工事前にご相談ください。
対象工事／自宅（工事後に居住する区内に
ある住宅を含む）のリフォーム、建て替え
（50㎡以上80㎡未満。木造住宅密集地域
内の場合は面積問わず）、増改築工事
あっせん条件／金額＝10万～1,000万円、
負担利率＝年利1.3％（災害復旧工事、耐
震補強工事、アスベスト除去工事は年利
0.5％。木造住宅密集地域内における耐震
補強工事は年利0.3％）
返済方法／10年以内の元金均等月額償還
（繰り上げ返済は一括返済のみ可）
申込要件／次の全てにあてはまる方
①区内在住の20歳以上の方で、1年以上同
一の住宅に居住している
②前年の所得が1,200万円以下で、年間返
済金額の3倍以上ある
③住民税を滞納していない
④都内か近県に住所があり、十分な保証
能力がある20～64歳の連帯保証人を立て
られるか信用保証機関などを利用する
⑤申込者、連帯保証人とも現在この融資を
受けていない
※家屋・土地が賃借の場合は所有者から工
事の承諾を得ていること。 ※建て替え、
増築工事の場合は建築確認の手続きが必
要。 ※あっせん後、金融機関で融資の審
査があります。
問住宅課住宅運営担当
（☎5742－6776 Fax5742－6963）

メイン州立サザンメイン大学
留学生の募集
区の姉妹都市であるポートランド市のメイ
ン州立サザンメイン大学（4年制留学）へ
の留学生（30年9月入学）を募集します。
人区内在住で、TOEFL iBT80以上取得の
高校を卒業した方（30年3月に卒業見込み
も可）3人（選考）
願書受付期間／11月10日㈮まで
※選考日時・費用など、詳しくはお問い合
わせください。
問国際友好協会
（☎5742－6517 Fax5742－6518）

産後の家事・育児支援のヘルパーな
どの利用助成
区と提携したヘルパー利用に対して、サー
ビス利用費の一部を助成します。
人区内在住の出産した方で、生後6カ月に
なるまでの乳児を育児中の方
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
ご覧ください。
問子ども育成課児童相談係
（☎5742－6959 Fax5742－6351）

品川介護福祉専門学校別科～30年度
介護福祉士実務者研修コース入学選考
修業期間／30年4～12月（通信課程）
出願期間／3月9日㈮まで
選考方法／書類選考
応募資格／高校卒業か同等の学力がある
と認められた方

検定料／推薦＝3,000円、一般＝5,000円
※詳しくは募集要項をご覧ください。
問同校（西品川1－28－3☎5498－6365 
Fax5498－6367）

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ほか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
の承認を得ている
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）
申問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 Fax5742－6963）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。
○区内の施工業者をお探しの方には住宅セ
ンター協議会を通じて施工業者を紹介しま
す。詳しくはお問い合わせください。

建築のルールを守って住みよい安全
なまちづくり
区では、違反建築防止週間（10月15日㈰～
21日㈯）に取り締まりのための一斉公開パト
ロールを実施します。建築基準法を守り、市
街地の良好な環境づくりにご協力ください。
問建築課監察担当
（☎5742－6771 Fax5742－6898）

83（ハチサン）運動にご協力を
83運動とは、「子どもを見守ることを生活
の一部にしよう」という活動です。登下校
時刻の午前8時と午後3時をはじめ、普段
の生活の中で、子どもたちの存在を意識し
見守ってください。引き続きご理解とご協
力をお願いします。
問庶務課庶務係
（☎5742－6823 Fax5742－6890）

“環境保全活動顕彰”募集のお知らせ
地域での清掃や緑化活動・自然環境の保
護活動など、環境に配慮した活動や取り組
みを顕彰します。
人区内で環境活動をしている企業・団体・
個人（自薦・他薦を問いません）
申問11月17日㈮（必着）までに、環境課
（本庁舎6階）で配布する応募用紙を同課
環境推進係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6755 Fax5742－6853）へ郵送か
持参　※応募用紙は区ホームページから
ダウンロードもできます。
○優れた活動は30年2月24日㈯にスクエ
ア荏原で行われる式典で顕彰されます。

「もったいない推進店」調査
「もったいないレシピ」募集
区では食品ロスの削減に取り組んでいる店
舗を「もったいない推進店」として登録し
ています。区内の飲食店・食品販売店で食
品ロスに配慮していると思う店舗を推薦し
てください。また、「もったいないレシピ」
も募集します。
応募方法・問11月30日㈭（必着）までに、
環境課、地域センターなどで配布する応募
用紙を同課環境推進係（〠140－8715品
川 区 役 所 ☎5742－6755 Fax5742－
6853）へ郵送かFAX
※応募用紙は区ホームページからダウン
ロードもできます。　※抽選で50人に区
内共通商品券1,000円分を進呈します。

講座・講演

花とみどりのフォト講座
日11月5日㈰午後2時～4時30分
場しながわ中央公園（区役所前）
内講義（撮影方法など）、撮影会
人区内在住か在勤で、デジタルカメラに不
慣れな方15人（先着）
申問午前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  
Fax5740－5044）へ

土壌汚染対策講習会
日11月17日㈮午後6時～7時30分
場区役所353会議室（第三庁舎5階）
人有害物質を取り扱っている区内の工場設
置者など
申問10月31日㈫（必着）までに、申込書
を環境課（〠140－8715☎5742－6751 
Fax5742－6853）へ郵送かFAX　
※申込書は区ホームページからダウンロー
ドできます。

八潮高校公開講座「卓球教室」
日11月18日㈯・23日㈷・25日㈯、12月2
日㈯・9日㈯午前9時～正午（全5回）
人18歳以上の方20人（抽選）
￥1,650円
場申10月31日㈫（消印有効）までに、往
復はがきで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を同校（〠140－
0002東品川3－27－22☎3471－7384）へ
問文化観光課生涯学習係

お知らせ！

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 「子育てネウボラ相談員」が、子育て全般の相談・サービス情報の提供や希望者に
はサポートプランの作成などに応じます。
対象／区内在住で、乳幼児の保護者
利用方法／各センターへ、電話か直接申し込み
児童センター 住所 電話番号
東品川 東品川1－34－9 3472－5806
大井倉田 大井4－11－34 3776－4881
平塚 平塚2－2－3 3786－2228
冨士見台 西大井6－1－8 3785－7834
八潮 八潮5－10－27 3799－3000

問い合わせ／子ども育成課児童相談係（☎5742－6959 Fax5742－6351）

子育てネウボラ相談   しながわネウボラネットワーク
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十年介護～母と過ごした奇跡の時間～

講師  町 亞聖（フリーアナウンサー）
※手話通訳あり。
定員  150人（抽選）
託児  1歳～就学前のお子さん（抽選）
共催  男女共同参画推進フォーラム2017企画運営委員会
申込方法  10月27日㈮（必着）までに、往復はがき（1枚2人まで）に「フォーラム参加希望」とし、参加者
全員の住所・氏名・電話番号、託児希望の方はお子さんの氏名・月年齢、手話通訳希望・車いすで来場の方
はその旨を男女共同参画センター（〠140－0011東大井5－18－1 きゅりあん3階）へ

男女共同参画推進フォーラム
あなたは何を伝えていきますか？
～人生を後悔しないために～

区では、区民一人ひとりが互いに人権を尊重しつつ責任を分かちあい、能力と個性を発揮で
きる男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいます。この取り組みの一環として、今年も、
公募の区民の方を中心に企画した「男女共同参画推進フォーラム2017」を開催します。

問い合わせ／男女共同参画センター（☎5479－4104 Fax5479－4111）

11月11日㈯午後1時30分開演
（午後1時開場）日時 きゅりあん小ホール

（大井町駅前）会場 町
ま ち

 亞
あ せ い

聖
日本テレビにアナウンサーとして入社後、
報道キャスター、厚生労働省担当記者とし
て、がん医療・医療事故・難病などの医療
問題や介護問題などを取材。“生涯現役アナ
ウンサー”でいるためにフリーに転身。脳
障害のため車いす生活を送っていた母と過
ごした10年、両親をがんで亡くした経験
をまとめた著書 『十年介護』（小学館文庫）
を出版。医療と介護を生涯のテーマに取材、
啓発活動を続ける。

様々な観点からしながわの魅力を学び、区内まちあるきやグループ
ワークなどを通じてしながわへの理解を深めます。
会場／1～4回＝立正大学（大崎4－2－16）、5～14回＝中小企業セン
ター（西品川1－28－3）ほか
時間／1～4回＝午後6時30分～8時、5～14回＝午後2時～4時
講師／小林隆史（立正大学経済学部専任講師）、川本健太郎（立正大
学社会福祉学部専任講師）、大島英樹（立正大学法学部教授）ほか
対象・定員／16歳以上の方50人（抽選）
料金／3,000円
申込方法・問い合わせ／10月24日㈫（必着）までに、往復はがきで
講座名、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢、性別を文化観
光課生涯学習係（〠140－8715品川区役所☎5742－6837 Fax5742－
6893）へ
●しながわ塾の受講生は、立正大学図書館（品川キャンパス）の図書・
資料の閲覧や学生食堂を利用できます。

回 日程（全14回） テーマ
1 11月 1日㈬

し
な
が
わ
学

東京2020大会に向けた品川区の取り組み
2 11月 8日㈬ 品川区内開催競技 ビーチバレーボールについて
3 11月15日㈬ オリンピック・パラリンピックと都市施設キャパシティ

4 11月22日㈬
ボランティアという参加の方法
－オリンピックに向けて私たちにできること－

5 12月 3日㈰ オリエンテーション
6 30年 1月 7日㈰ しながわの歴史
7 1月21日㈰【区内まちあるき①】品川地区を歩く
8 2月 4日㈰ しながわの宿場づくり
9 3月 4日㈰ 地元しながわを発信しよう①
10 5月13日㈰【区内まちあるき②】荏原地区を歩く
11 6月 3日㈰ 武蔵小山商店街 ‒ムサコ‒の魅力
12 7月 1日㈰【区内まちあるき③】五反田地区を歩く
13 8月 5日㈰ 地域元気の実現
14 9月 2日㈰ 地元しながわを発信しよう②

しながわ塾

大人気の二人がお届けする初笑い！
笑って年明けをお迎えください。
日時／30年1月19日㈮午後6時30分開演
（午後6時開場）
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
出演／春風亭昇太、林家たい平　他
料金／3,700円（全席指定）
発売開始／10月20日㈮（発売初日は1人4枚まで）
　窓口販売：
　　午前9時から＝きゅりあん、スクエア荏原、
　　　　　　　　　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/

新春きゅりあん寄席

春風亭昇太・林家たい平　二人会

問い合わせ／チケットセンターC
キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

品川区長賞レースにご招待
大井競馬場で開催する「スマイ
ルシティ・しながわデー」で、
L-WING 5階特別席に招待します。
日時／12月1日㈮午後2時10分開場
対象・定員／20歳以上の区民の方15組30
人（抽選）

※抽選にもれた方からも、3階指定席に15組30人を招待します。
申込方法・問い合わせ／10月31日㈫（消印有効）までに、「スマイルシ
ティ・しながわデー特別席応募」とし、代表者の住所・氏名・年齢・
電話番号・応募資格（区内在住・在勤・在学の別）を総務課（〠140
－8715品川区役所☎5742－6625 Fax3774－6356）へ郵送かFAX
○区ホームページから電子申請もできます。

●大井競馬「東京メトロポリタンウィーク」
～東京23区の魅力を発信～
23区にちなんだレースや名産品販売などが行われます。品川区にち
なんだレース‶品川かえで賞"は11月1日㈬午後7時35分発走予定です。
日時／10月30日㈪～11月3日㈷
午後2時10分開門　※3日は午前11時開門。
会場／大井競馬場（勝島2－1－2）
料金／15歳以上の方100円（入場料）
※3日は無料。　※20歳未満は保護者同伴。
問い合わせ／特別区競馬組合競馬事務局☎3763－2151
総務課総務係（☎5742－6624 Fax3774－6356）

※電話予約では座席の選択はできません。　※就学前のお子さんは入場できません。
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子ども食堂の活動を支援するため、区
では「しながわ子ども食堂ネットワー
ク」を立ち上げました。企業や商店の
皆さんの幅広い協力をお願いします。

申込先・問い合わせ／品川ボランティアセンター
（☎5718－7172 Fax5718－0015）

こんな支援をお待ちしています
○活動場所の提供
空き店舗や、店舗の定休日・空き時間を子ども食堂として利用させ
ていただけませんか。NPOや地域の方が運営し、週に1回程度、子
どもたちが気軽に来られる食堂を開きます。
○食材や物品の提供
米・缶詰・乾物など、近隣の子ども食堂へ提供していただける食材
はありませんか。ハンドソープやウェットティッシュなどの消耗品
も使わせていただきます。
※賞味期限まで余裕のあるもの。生ものは除く。　
※新品・未開封のものに限る。

子どもたちの健やかな成長を願って
子ども食堂への支援にご協力ください

家族の帰りが遅く、家でひとりで食事をしている子どもなど
を対象に、子どもだけでも安心して来られる居場所として、無

料または安価で食事を提供しています。活動頻度や対象年齢は様々
で、地域の方が自主的に運営しています。

子ども食堂
とは

品川区地域貢献ポイント事業
※　 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）

ボランティア募集

●傾聴ボランティア　ポ
高齢者施設でお茶を出して一緒に
飲みながら話を聞きます。
日週1回～　※曜日と時間は応相談。
場晴楓ホーム（東品川3）
●リハビリ室への送迎　ポ
高齢者施設でリハビリ室へ移動す
る際の車いす介助と活動中の見守
りをします。
日週1回13:30～15:00
（火・水・金曜日）
場成幸ホーム（中延1）
●傾聴ボランティア　ポ
高齢者施設で利用者の話し相手を
します。
日不定期　※日時は応相談。
場ロイヤル中延（中延5）

●演芸披露
高齢者施設で歌や舞踊、楽器演奏
などを披露します。
日不定期（月～土曜日）
13:30～14:15
場仁済デイサービス（大井1）
●書道
高齢者施設で書道の題材提供と指
導をします。
日月～金曜日　※日時は応相談。
14:00～15:00
場S-FIT CARE 西品川店（西品川2）
●将棋の手伝い
児童センターで幼児の将棋相手を
します。
日第2・4金曜日15:00～17:00
場東五反田児童センター（東五反田5）

品川ボランティアセンター（☎5718－7172 
Fax5718－7170  shinashakyo.jp/volunteer/）

さわやかサービス協力会員募集
さわやかサービス（☎5718－7173 Fax5718－7170

shinashakyo.jp/sawayaka/）

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11月21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。

オリンピックアーチェリー男子個人メダリスト（1984年銅・
2004年銀）がお話しします。
日時／11月21日㈫午後7時～8時30分
会場／きゅりあん小ホール（大井町駅前）
講師／山本博（日本体育大学教授）
定員／180人（抽選）
申込方法・問い合わせ／10月31日㈫（必着）までに、往復は
がきかFAXに「スポーツ講演会」とし、住所、氏名（ふりがな）、性別、電話番号
をスポーツ協会（〠141－0022東五反田2－11－2☎3449－4400 Fax3449－4401）

ス ポ ツ 魅 とは かー の 力 何
スポーツ講演会 品川区シェアサイクル

自分の思いのままにまちの
魅力を発見

観光スポットへの
アクセス性の向上

東京2020オリンピック・
パラリンピックの新たな交通手段

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。本紙10月
21日号でも詳しくお知らせします。
問い合わせ／土木管理課土木管理係（☎5742－6783 Fax5742－6887）

10月1
8日㈬

に

開始し
ます

女性活躍応援プロジェクト参加者募集
事前研修（3日間）と区内中小企業での職場実習（1～3カ月）を経て、
実習先での直接雇用をめざすプログラムです。再就職をお考えの方は、
ぜひご参加ください。
対象／出産・育児・介護などにより一度退職し再就職を希望する、同一企
業での就業歴が1年以上ある女性の方
事前研修／11月20日㈪～22日㈬午前9時30分～午後4時30分
※研修終了後、企業とのマッチング・職場見学を行い職場実習（12月上旬頃
から）。 ※実習期間中は実習時間に基づき助成金が支給されます。

●事業説明会・再就職支援セミナー「簡単ポイントメイク講座＆履歴書写真撮影会」
日時／11月8日㈬午前9時45分～正午
会場／スクエア荏原（荏原4－5－28）　定員／30人（先着）　※託児無料（20人先着）。
申込方法／電話で、品川区就業体験事業運営事務局・マイナビ 0120－017366（月～金
曜日午前9時30分～午後5時30分）へ
※品川区就業体験事業ホームページhttp://chiikilabo.mynavi.jp/2017/shinagawa/women.
htmlからも申し込めます。
※事業説明は随時受け付けます。詳しくは運営事務局までお問い合わせください。

問い合わせ／商業・ものづくり課就業担当（☎5498－6352 Fax5498－6338）

「しながわ子ども食堂ネットワーク」に参加しませんか
子ども食堂に関心のある方の情報共有を目的とした会議体です。
対象／区内の子ども食堂で活動中の方、運営者・ボランティア・支援者と
して活動希望の方
内容／○子ども食堂運営の情報交換　○学習会　○提供物品、ボランティア
などに関する情報共有　○子ども食堂の広報活動への協力

区内の主な子ども食堂
食堂名 住所 実施回数 ※左記以外にも開

催準備中の団体が
あります。

クロモンこども食堂 北品川2丁目 週1回
となんこども食堂 南品川6丁目 月1回
ぬくもりこども食堂 大井3丁目 月1回

青い空こども食堂（大森）南大井6丁目 月1回
宿題外来 豊町4丁目 月1回

子ども食堂ふたば 二葉4丁目 月1回
P
ピ ス タ

istaの子ども食堂品川 西中延1丁目 月1回

青い空こども食堂
の皆さん
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2017年10月11日号6

はじめてのボランティア講座
日11月15日㈬午後2時～4時
場社会福祉協議会（大井1－14－1）
内ボランティアの概要、活動内容・方法
人30人（先着）
申問電話で、品川ボランティアセンター（☎
5718－7172 Fax5718－0015）へ

環境学習講座　アロマのある暮らし
～ハンドマッサージと香り袋作り～
日11月19日㈰午後2時～4時
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
講師／櫻田重美（日本アロマ環境協会環
境カオリスタ）
人20人（抽選）
申問10月23日㈪（必着）までに、往復は
がきかFAXで講座名、参加者全員の住所・
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☎・
Fax5755－2200）へ　※ shinagawa-
eco.jp/からも申し込めます。

ママのリフレッシュタイム　　　電子

日11月10日㈮・16日㈭・24日㈮、12月1
日㈮・8日㈮・15日㈮
午前10時～11時30分（全6回）

場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
内アロマテラピー、ヨガロマ、三國シェフ
による食育勉強会など
講師／栗原冬子（ライフスタイルデザイ
ナー）ほか
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。
￥2,500円（材料費・食材費など）
申問10月24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 Fax5742－6351）へ

子育て中の就職活動応援セミナー
日11月6日㈪午前10時～午後0時15分
場男女共同参画センター
（東大井5－18－1きゅりあん3階）
内仕事と子育て・介護などの両立、自分に
合った働き方、再就職準備など
人20歳未満のお子さんがいる方20人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人程度
（先着）
申前日（託児希望の方は10月25日㈬）ま
でに、電話でハローワーク品川☎5418－
7357へ
問商業・ものづくり課就業担当
（☎5498－6352 Fax5498－6338）

　●講座・講演

〠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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 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

　第67回品川区民スポーツ大会（秋季）　ゴルフ大会
日11月28日㈫
場米原ゴルフ倶

く ら ぶ

楽部（千葉県市原市）　人56人（先着）
￥5,000円、会員4,000円　※別途プレー費12,800円（カート・キャディ付き、昼食込）。
申問11月6日㈪（必着）までに、はがきに「区民ゴルフ大会」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

　宮前地区スポ・レク推進委員会　ソフトバレーボール教室
日10月15日～11月12日の日曜日午後1時～4時（全5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、直接宮前小学校（戸
越4－5－10）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　八潮地区スポ・レク推進委員会　グラウンド・ゴルフ体験会
日10月15日㈰午後1時～4時　￥1回100円　※中学生以下無料。
場参当日、運動のできる服装でタオル・飲み物を持って、直接明晴学園（八潮5－2－1）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　スポーツ推進委員会杯　スポーツ大会

（1）ソフトバレーボール大会（4人制）
日11月12日㈰午前9時から　場戸越体育館
人区内在住か在勤の方 ①13歳（中学生）以上男女混合の部②40歳以上男女混合の
部　※1チーム4～6人。　※女性の常時出場は2人以上。女性だけのチームでも参加
可。　※①②の重複参加不可。
￥1チーム2,000円
（2）パパ・ママバレーボール大会（9人制）
日11月19日㈰午前9時から　場戸越体育館、日野学園（東五反田2－11－1）
人区内在住か在勤で、40歳以上の方　※1チーム9～15人。　※男性の常時出場は2～3人。
￥1チーム4,000円
―――――――――――――――――――――――――　共通　―――――――――――――――――――――――――
申問11月1日㈬までに、スポーツ推進課・体育館・地域センターで配布する申込書
をスポーツ推進課地域スポーツ推進係へ持参　※（1）（2）の重複参加可。　※キャ
プテン会議は11月8日㈬午後7時から総合体育館。

　城南地区バドミントン教室　10月会場変更のお知らせ

5～11月の金曜日午後7時～9時に城南小学校で開催している城南地区バドミントン教
室は、10月13日・20日・27日は城南第二小学校での開催となります。ご注意ください。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　選挙に伴う中止のお知らせ

衆議院議員選挙のため、本紙9月21日号に掲載した「鈴ヶ森地区スポ・レク推進
委員会 バレーボール教室」は10月22日㈰、「スポクラ・しながわ バドミントン教
室」は10月21日㈯・22日㈰がそれぞれ中止となります。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

レッツ スポーツ

ファミリー・サポート・センター
提供会員養成講座
地域のなかで、子育てのサポートをしてく
れる方の養成講座です。
日11月14日㈫～17日㈮
午前9時30分～正午（全4回）
場家庭あんしんセンター（平塚2－12－2）
内事業概要・保育実習など
※30年2月23日㈮に普通救命講習の受講
あり（有効認定証所有者は免除）。
人区内在住で、20歳以上の方
託児／2歳～就学前のお子さん
申問10月28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、受講の理由、託児
希望の方はお子さんの年齢・性別を平塚
ファミリー・サポート・センター（〠142－
0051平塚2－12－2☎5749－1033 Fax5749
－1036）へ

子育て×はたらく座談会～“私に
とってここちいいかたち”って？～
日11月13日㈪午前9時45分～正午
※正午～午後1時にランチ懇親会あり。参
加希望者は各自昼食持参。
場男女共同参画センター
（東大井5－18－1きゅりあん3階）
内ゲーム「価値観ババ抜き」、座談会など
人区内在住で、子育てをしながら働くこと
に興味がある女性の方15人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん5人程度
（先着）
申問前日（託児希望の方は10月31日㈫）
までに、電話で商業・ものづくり課（☎
5498－6352 Fax5498－6338）へ

美顔＆リフトアップ「プラチナ美容塾」
高齢者のための美容教室です。お手入れの
基礎とリフトアップとメイクを学びます。
日11月7日㈫・14日㈫・28日㈫
午後1時30分～3時30分（全3回）
人25人（抽選）　￥2,000円
場申問10月25日㈬（必着）までに、往復
はがきに「プラチナ」とし、住所、氏名、
年齢、電話番号をウェルカムセンター原・
交流施設（〠140－0015西大井2－5－
21）へ
問ウェルカムセンター原☎5742－4660
大井第三地域センター
（☎3773－2000 Fax3771－3735）

11月11日㈯午前10時～午後0時30分
荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）

講師／三島木英雄（ファイナンシャルプランナー）
39歳以下の在職中か就職活動中の方20

人（先着）
これからのキャリアプランの描き方ほか
電話で、商業・ものづくり課就業担

当（☎5498－6352 Fax5498－6338）へ
※就業相談ホームページ     www.shina
gawa-shigoto.jp/からも申し込めます。

点字を点字盤で打つ初歩から学びます。
11月2日㈭・10日㈮・16日㈭・30日㈭、

12月7日㈭・15日㈮・21日㈭、30年1月
12日㈮・18日㈭・25日㈭
午前10時～正午（全10回）
基本的なパソコン操作（Windows）が

でき、図書館での点訳ボランティア活動が
できる方12人（先着）

電話で、品川図書館（北品川2－32
－3☎3471－4667 Fax3740－4014）へ

父親のための親育ちワークショップ
日程（全5回） 時間
10/14㈯ 10:30～13:00

11/12㈰・18㈯、
12/2㈯ 10:30～12:00

12/16㈯ 13:00～16:00
場中原児童センター（小山1－4－1）
五反田図書館（西五反田6－5－1）
内料理・読み聞かせ講座ほか
講師／安藤哲也（ファザーリングジャパン
代表）ほか
人区内在住で、子育て中の父親12人（先着）
申問電話か直接、中原児童センター（☎・
Fax3492－6119）へ

外国人おもてなし語学ボランティア講座
都の講座と同内容で、コミュニケーショ力
の向上や心得について学びます。
日11月26日㈰午後1時～4時30分
場区役所251会議室（第二庁舎5階）
人15歳以上（中学生は除く）で、英会話
講座などの受講経験者か初級程度の英会
話ができる方60人（抽選）
申問10月25日㈬（必着）までに、はがき
かFAXに「おもてなし語学ボランティア」
とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号、職業を地域活動課国際担当（〠
140－8715品川区役所☎5742－6691 
Fax5742－6878）へ

犬のしつけ方教室とペット健康相談
日11月11日㈯午後1時30分～4時30分
場荏原保健センター（荏原2－9－6）
内訓練士による犬のしつけ方教室、獣医師
によるペット健康相談
人40人（先着）
主催／東京都獣医師会品川支部

電話で、生活衛生課庶務係（☎5742
－9132 Fax5742－9104）へ
※犬は連れてこないでください。

事業承継セミナー「今すぐ考えよう！
引き継ぐ準備と後継者の心構え」
日11月9日㈭午後3時～5時
場芝信用金庫荏原町支店（中延6－6－4）
人区内中小企業の経営者30人（先着）
※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。
問商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6334 Fax5498－6338）

人

日
場

内
申問

未来の自分を今えがく
ライフ＆キャリアデザイン講座

図書館点訳ボランティア養成講習会

申問

日

人

場申問
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「はじめての簿記」受講者募集
日30年1月9日～30日の火・木・金曜日、
2月6日㈫・8日㈭・9日㈮、
2月13日～3月6日の火・金曜日
午後6時15分～8時15分（全20回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内簿記の基礎（簿記3～4級程度）
人50人（先着）　￥2,000円（テキスト代）
申11月30日㈭までの祝日を除く月～金曜
日午前9時～午後5時に、電話でシルバー
人材センター☎3450－0711へ
問商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6334 Fax3787－7961）

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すっきりわかる高校英語
日10月16日～12月18日の月曜日
午後3時30分～5時（全10回）
人10人（先着）　￥23,000円（教材費込）
②楽しく歌おう！日本のポップス
日10月16日～12月18日の月曜日
午前10時～11時30分（全5回）
人14人（先着）　￥8,200円（教材費込）
③使える！ビジネス英語＜入門グループ
レッスン＞
日10月17日～12月19日の火曜日
午後7時～8時30分（全10回）
人8人（先着）　￥31,205円（テキスト代込）
④想

お も

い出に残る写真を撮りませんか
日11月14日～12月12日の火曜日
午前10時30分～正午（全5回）
人15人（先着）
￥10,000円（交通費などは実費）
⑤はじめてのやさしい日本刺

し し ゅ う

繍
日10月19日～12月21日の木曜日
午後1時～3時30分（全5回）
※全6回のうち、2回目からの途中入会。
人10人（先着）　￥11,500円（教材費込）
⑥整理収納・捨て方講座
日10月30日㈪、11月13日㈪・27日㈪
午前10時～正午（全3回）
人16人（先着）　￥4,700円（教材費込）
――――――――――　共通　――――――――――
場申問電話で、メイプルセンター（西大井
駅前☎3774－5050 Fax3776－5342）へ

催　し
区民のいけばな展「花と歩む 時の流れ」
日10月21日㈯午後1時～7時
22日㈰午前10時～午後5時

場きゅりあん（大井町駅前）
問品川区華道茶道文化協会川口理事長☎
3783－7246、文化観光課文化振興係

秋季品川区吟剣詩舞道60周年記念大会
日10月29日㈰
午前10時30分開会（午前9時30分開場）
内吟詠・剣詩舞の発表
場・観覧方法／当日直接、荏原文化セン
ター（中延1－9－15）へ
問文化観光課文化振興係

地形をめぐる冒険Ⅰ～戸越銀座は、な
ぜまっすぐで、こんなにも長いのか？
地形から歴史を探るまち歩きです。
日11月19日㈰午前9時30分～午後0時30分
※大崎駅集合。　※小雨決行。
人60人（抽選）　
￥50円（保険料）
申問10月20日㈮（消印有効）までに、往
復はがき（1枚5人まで）で参加者全員の
住所・氏名・年齢・電話番号を庶務課文
化財係（〠140－8715品川区役所☎5742
－6839 Fax5742－6890）へ

第15回品川区長杯麻
マージ ャ ン

雀大会
日11月23日㈷午前11時～午後4時30分
※受け付けは午前10時20分～10時45分。
場きゅりあん（大井町駅前）
人20歳以上の方120人（抽選）
￥2,200円（軽食・お茶付き）
申10月31日㈫（必着）までに、往復はが
きで大会名、住所、氏名（ふりがな）、電
話番号、在勤・在学の方は勤務先の名称・
所在地・学校名を麻雀連絡協議会・安田
輝和（〠141－0032大崎4－1－14）へ
問文化観光課文化振興係

第7回ふれあい文化祭
日10月21日㈯午前10時～午後5時
22日㈰午前10時～午後3時
内舞台発表、模擬店、リサイクル本の販売
（21日）、バザー（22日）ほか
場問五反田文化センター（西五反田6－5－1
☎3492－2451 Fax3492－7551）

第34回はたのだいまつり
日10月28日㈯午前11時～午後6時
29日㈰午前10時～午後3時
場旗の台文化センター・旗の台公園・旗の
台児童センター（旗の台5－19－5）
内作品展示、活動発表、模擬店、ドッジボー
ルなど
問旗の台文化センター
（☎3786－5191 Fax5702－2846）

第5回ふれあい広場
オータムフェスティバル
かがやき園、西大井福祉園、かもめ第二工
房が秋祭りを開催します。
日10月28日㈯午前9時30分～午後2時30分
内作品販売、模擬店、演奏会など
場参当日、西大井六丁目ふれあい広場（西
大井6－3）へ
問かがやき園
（☎3772－8171 Fax3772－8177）

ゆうゆうプラザまつり
●大崎ゆうゆうプラザ
日10月30日㈪・31日㈫午前10時～午後4時
内演芸大会、作品展示、ハロウィンイベントなど
場問同プラザ（大崎2－7－13☎5719－
5322 Fax3779－2520）
●平塚橋ゆうゆうプラザ
日11月4日㈯・5日㈰午前11時～午後3時
内キッズコーナー、ものづくり実演会、演
芸大会など
場問同プラザ（西中延1－2－8☎5498－
7021 Fax5498－1900）

品川清掃工場　個人見学会
日10月28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10月26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-sei
sou.lg.jp/kengaku/index.htmlからダウ
ンロードできます。

「第9回原まつり」フリーマーケット
の出店者を募集します
日11月12日㈰午前10時～午後2時30分
募集数／40店（抽選）
￥1区画500円
場申10月25日㈬（必着）までに、往復は
がきに「フリマ」とし、住所、氏名、年齢、
電話番号をウェルカムセンター原（〠140
－0015西大井2－5－21）へ
問ウェルカムセンター原（☎5742－4660 
Fax5742－4661）、大井第三地域センター
（☎3773－2000 Fax3771－3735）

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
10月21日㈯
午前11時～11時
30分

しながわ中央公園（区
役所前☎5740－5037 
Fax5740－5044）

10月15日㈰
午前11時～11時
40分、午後2時
～2時40分

東品川海上公園・屋上
庭園（東品川3－9）
問天王洲公園管理事務
所☎・Fax3471－4573

品川＆早川ふるさと交流　森のクリス
マスプラン（星空観察会・リース作り）
日12月22日～24日のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の方25人
￥8,250円、小学生7,620円（1泊2食付き
宿泊費、プログラム参加費、消費税込）
※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。
申宿泊日の1週間前までに、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 Fax5742－6878）

ご支援・ご協力ありがとうございました
九州北部豪雨災害義援金
2,641,484円を福岡県、550,000円を大分県に届けました

九州北部豪雨災害の被災地支
援のために義援金をお寄せい
ただきありがとうございまし
た。義援金は8月31日まで受
け付けし、総額3,191,484円
を福岡県と大分県へお届けし
ました。今後の義援金は、日
本赤十字社、共同募金会へお
願いします。

問い合わせ／総務課（☎5742－6625 Fax3774－6356）

福岡県東京事務所の
小川諭吉所長

大分県東京事務所の
小野賢治所長

　　　「しながわ出会いの湯」
みんなで楽しく、心と体の健康づくり
日毎週木曜日　
内お楽しみプログラム（健康体操・カラオケ）と入浴
人区内在住で、自分の身の回りのことができる65歳以上の方
※はじめての方は健康保険証などをお持ちください。「出会いの湯カード」を浴
場で発行します。　※2回目からは「出会いの湯カード」をお持ちください。　
※浴場が休業している場合は、他の浴場をご利用ください。
問健康課健康づくり係（☎5742－6746 Fax5742－6883）

名称 住所 電話番号 始まる時間
①吹上湯 北品川1－25－12 3471－3726 午後2時
②天神湯 北品川2－23－9 3471－3562 午後2時
③記念湯 西品川2－9－8 3491－8920 午後2時
④宮城湯＊ 西品川2－18－4 3491－4856 午後2時30分
⑤松の湯 西五反田6－18－3 3491－6667 午後2時30分
⑥高松湯 上大崎3－5－4 3441－8602 午後3時
⑦金春湯 大崎3－18－8 3492－4150 午後2時30分
⑧万福湯 大崎4－2－3 3491－2409 午後2時
⑨水神湯 南大井6－9－10 3761－1425 午後2時
⑩末広湯 大井1－42－4 3777－7084 午後2時
⑪東京浴場 大井2－22－16 3771－4959 午後2時
⑫みどり湯 西大井1－7－26 3774－0744 午後2時
⑬ピ－ス湯 西大井6－15－16 3772－5281 午後2時30分
⑭武蔵小山温泉＊ 小山3－9－1 3781－0575 午前11時
⑮東京浴場 小山6－7－2 3781－1018 午後3時
⑯恵比寿湯 荏原5－11－2 5702－4158 午後2時30分
⑰戸越銀座温泉 戸越2－1－6 3782－7400 午後2時
⑱松の湯 戸越6－23－15 3783－1832 午後2時
⑲金春湯 中延3－13－16 3781－0543 午後3時
⑳星の湯 中延6－1－10 3781－1918 午後2時
㉑富士見湯 東中延1－3－8 3782－6120 午後2時30分
㉒八幡湯 西中延3－15－8 3781－0265 午後2時
㉓錦湯 旗の台1－2－17 3781－8618 午後2時
㉔新生湯 旗の台4－5－18 3781－3476 午後2時30分
㉕中延記念湯 旗の台4－11－2 3781－3095 午後2時
㉖大盛湯 二葉2－4－4 3788－8477 午後2時
＊④⑭は木曜日が祝日の場合に「出会いの湯」が休みになります。 

木曜日は！

10月は おたがいさま運動 推進月間です
　区では全ての人にやさしいまちづくりをめざして「おたがいさま運動」を推
進しています。この運動は、「困っている人がいたら助ける。困ったときは『助け
て』と言える。そんなことがあたりまえにできる『支え合いのまちづくり』」を
みんなで進める運動です。
　街中で点字ブロックの上に自転車や荷物を置かないなど、ちょっとした心が
けでできる「おたがいさま運動」を実践してみましょう。
問福祉計画課地域包括ケア推進係（☎5742－6914 Fax5742－6797）



● 全国シティプロモーションサミット in Shinagawa
● 学事制度審議会　中間答申
● シェアサイクルスタート
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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。

8月4日㈮、天王洲運河水辺広場（東品川1）で天王
洲キャナルフェス「ハッピーK

キ ッ ズ

IDSフェスタ」が開催。
八潮とゆたかの両児童センターの子どもたちがダン
スを披露するなど、大勢の人でにぎわいました。

7月30日㈰、五反田駅東口のロータリー特設会場で「五
反田夏祭り2017」が開催。サンバなど世界各地のダ
ンスが披露されたほか、地元の企業・学校・団体が
参加し、五反田が活気にあふれる一日となりました。

天王洲キャナルフェス
開催

8月19日㈯・20日㈰、大井町駅前中央通りで「大井どん
たく夏まつり」が開催。ステージではキッズやジュニア
のダンスコンテストなどが行われたほか、子どもプール
や白バイ乗車体験など、多くの家族連れでにぎわいました。

大井どんたく夏まつり
開催

8月27日㈰、総合体育館で浜川中学校のバスケットボー
ル部員が車いすバスケットボールのトルコ代表チーム
と交流。部員らは車いすの操作などを教わったあと、
代表選手との混合チームでゲームも実施しました。

車いすバスケットボール
トルコ代表チームと交流

五反田夏祭り2017
開催

8月12日㈯、大井ふ頭中央海浜公園 なぎさの森で「は
ぜリンピック」を開催。ハゼ釣りを楽しみながら親
子の絆

きずな

を深めてもらおうと開催され、親子7組をはじ
め総勢35人が参加。合計198匹ものハゼが釣れました。

八潮児童センター
「はぜリンピック」開催

8月5日㈯・6日㈰、西大井広場公園で第37回「品川納
涼祭」が開催。地元商店街による模擬店のほか、石巻
と能登の名産品コーナーなどが出店。盆踊り大会では、
大きな輪をつくり、品川音頭などを楽しみました。

「品川納涼祭」開催

8月27日㈰、戸越銀座の「第20回とごしぎんざまつり」
の開催にあわせ、福井県坂井市の夏の風物詩「帯のまち
流し」が都内で初披露されました。同市の主要メンバー
が中心となり、近隣町会の皆さんと一緒に踊り流しました。

「三
み く に み な と

國湊 帯のまち流し」
都内初お披露目

8月21日㈪～26日㈯、荏原文化センターで中学生向
け国際人育成ワークショップ「Bushido2017」を開催。
最終日には外国人の前で英語でプレゼンテーション
を行い、英語での質問にもしっかりと答えていました。

「B
ブ シ ド ー

ushido2017」
成果発表

出土した校舎を訪問

8月3日㈭、城南小学校新校舎建設地
で行われている旧校舎の発掘調査に同
校の卒業生を招き、当時の中庭の使い
方や階段の位置などについて、話を伺
いました。

認知症とともに歩む

9月2日㈯、荏原文化センターで認知症
講演会「認知症とともに歩む～わたし
は一人じゃない～」を開催。川崎幸ク
リニック院長・杉山氏による講演など
が行われ、約350人が参加しました。

夢のペーパーランドを作ろう

8月15日㈫・16日㈬、八潮児童センター
で親子で一緒にペーパークラフトを製作
するイベントを開催。屋根をカラフルに
塗るなど、一人ひとりの個性が色濃く出
た作品ができました。

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。

はっけん!!むかしの本

7月22日㈯～9月24日㈰、品川歴史館
で子ども歴史展示コーナー “はっけん!!
むかしの本”を開催。和紙を糸でとじ
てつくった“和本”の歴史に関するさま
ざまな展示を行いました。




