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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

「霜月」に入り、明るいもの、
あたたかいものがだんだん恋しくなる季節となりました。
そこで今回は、太陽や光をイメージする黄色を取り上げ、

区内の「黄色いもの」を探してみました。

「霜月」に

「ごしょうわねがいます」が口癖の昭和通り商店会
のマスコット“しょうちゃん”。しょうちゃんが歩け
ば、幸せの黄色い花が咲きそうです（咲きません）。
区内在住でイラストレーターの深澤ユリコさんの
作品です。

開通90周年を迎えた歴史ある路線。写真は昭和26～41年に走っていた黄色と
紺色のツートンカラーの車両。昨年から復活し、運行しています。

推定樹齢800年、樹高約40メートル。たくさんの気根が
ぶら下がり、威風堂々とした大イチョウです。
※光福寺：大井6－9－17

“石蕗”とも書き、11～12月
に咲く黄色い花は、「石

つ

蕗
わ

の花
はな

」といってこの時期
の季語となっています。

火災が発生した際、消火活動で使用する水を貯めて
おく水槽にかぶせられている蓋。目立つように黄色
の縁取りがされ、スリップ防止のため品川区オリジ
ナルの文様やデザインがほどこされています。様々
なタイプがありますので、探してみてください。

小寒から立春までの季語になっており、春が待ち遠しい頃に咲く
花が蝋梅です。蝋細工のような透きとおった花びらが特徴で、こ
の名前がつきました。しながわ区民公園の梅山の蝋梅は毎年1月
中旬頃に見頃を迎えます（今シーズンは工事のため見ることがで
きません）。
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行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

  小児平日夜間／午後8時～午後11時（受付は午後10時30分で終了）

月～金曜日 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
 ※外傷は対応できません 昭和大学病院中央棟4階

  休日昼間・夜間／午前9時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）

11月3日㈷
5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）

11月3日㈷

 たつのこどもクリニック 大　井 2 － 2 －11 ☎3775－8600
 やなぎさわ歯科クリニック 北品川 5 － 8 －15 ☎3440－4666
 戸越銀座歯科・矯正歯科クリニック 平　塚 1 － 5 － 3 ☎5498－0011
 大井整骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
 工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

11月5日㈰

 岩端医院 大　井 1 －55－14 ☎3775－1551
 八潮歯科医院 八　潮 5 －12－68 ☎3799－1818
 梅宮歯科医院 平　塚 1 － 5 － 5 ☎3781－8880
 飯塚接骨院 南大井 4 －11－ 6 ☎3763－3270
 昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

  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）

11月4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
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※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
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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

11月の区議会
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
6日㈪ 午後1時、28日㈫・29日㈬ 午前
10時
議会運営委員会／13日㈪ 午後1時、22
日㈬ 午前10時30分
行財政改革特別委員会／7日㈫ 午後1時、
30日㈭ 午前10時
オリンピック・パラリンピック推進特別
委員会／8日㈬ 午後1時
本会議／24日㈮ 午後1時、27日㈪ 午前
10時　
※傍聴券は開会の1時間前から配付します。
問区議会事務局
（☎5742－6809 Fax5742－6895）

国民健康保険料の納付書を郵送します
国民健康保険料の納付書は1年に2回、6
月と11月に郵送しています。11月中旬に
29年度後半（11月期～30年3月期分）の
納付書を郵送します。　※口座振替や、
年金からの特別徴収で納付している世帯
には納付書は郵送しません。
問国保医療年金課資格係
（☎5742－6676 Fax5742－6876）

荏原文化センター工事に伴う第4講
習室貸し出し休止のお知らせ
日12月1日㈮～30年1月31日㈬
問荏原文化センター
（☎3785－1241 Fax5702－2843）

第2回品川区子ども・子育て会議を
傍聴しませんか
日11月17日㈮ 午後2時～4時
場区役所第一委員会室（議会棟6階）
内子ども・子育て計画の見直しなど
人10人（先着）
傍聴方法／当日午後1時30分から、会場
前で傍聴券を配付
○託児希望の方は11月10日㈮までに、電
話で保育課へ。
問保育課保育施設調整担当
（☎5742－6038 Fax5742－6350）

女性相談員による面接相談
1人で悩まずご相談ください（性別不問）。
●法律相談
日12月6日㈬・12日㈫ 午後1時～3時30
分、18日㈪ 午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日12月21日㈭ 午後1時～4時
●ＤＶ（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日12月1日㈮・15日㈮・22日㈮ 午後1時
～4時、8日㈮ 午後5時30分～8時30分
─────────共通─────────
場申問相談日の1カ月前から、電話で男女
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　※相談室の入室は1人のみです。
※託児はありません。
○カウンセリング電話相談
日12月7日㈭・14日㈭・28日㈭ 
午前10時～午後3時30分
相談電話／5479－4105

お知らせ！

　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、助産師がアドバイスします。
日11月21日㈫ 午後3時～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親10人
（先着）
場申問電話で、大井保健センター☎3772
－2666へ

　難病音楽療法教室と交流会

日11月27日㈪ 午後1時30分～4時
内声楽家による音楽療法と交流会
人パーキンソン病などの神経難病の方と
家族30人（先着）
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

　難病の方のためのリハビリ教室

日11月30日㈭ 午後1時30分～3時30分
内グループリハビリ
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）
持ち物／タオル、飲み物
場申問電話で、荏原保健センター☎3788
－7016へ

　食に関する相談

子育て中の食の悩みから高齢者の食生活
まで栄養士がアドバイスをします。

日時 会場
11/8㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

11/20㈪
12:00～15:00 啓発展示室（第二庁舎3階）

※塩分の測定を希望する方は汁物（みそ汁など）
を持参してください。
申当日、直接会場へ　運営／品川栄養士会
問健康課健康づくり係
（☎5742－6746 Fax5742－6883）

　思春期家族教室

不登校・ひきこもりなどのお子さんの悩
みを持つ家族同士で話し合う教室です。
日11月10日㈮ 午後2時～4時
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

　「はつらつ健康チェック」を
　郵送しました
いつまでもいきいきと元気に生活するた
めの、心身の状態を確認するチェック票
を10月31日に郵送しました。11月17日
㈮までに返送した方に、結果アドバイス
票を送付します。
人29年4月2日現在、区内在住で75歳
以上の要介護・要支援認定を受けていな
い方、総合事業対象者でない方
問高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6733 Fax5742－6882）

　自分でできる
　プレママのボディケア　　　　 電子
日11月25日㈯、12月9日㈯ 
午後2時～3時30分
12月21日㈭ 午前10時～11時30分
場大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
内助産師によるグループワーク、講話、
ボディケアの実習や相談
人区内在住か在勤で、安定期以降の妊
婦の方20人（抽選）
※同室での見守り託児あり（先着6人）。
申問11月14日㈫（必着）までに、往復
はがきかFAXに「プレママのボディケア」
とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話・FAX番号、Ｅメールアドレス、見
守り託児希望の方はお子さんの氏名（ふ
りがな）を子ども育成課庶務係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6692 Fax5742
－6351）へ

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

シニアクラブ
　わくわくクッキング荏原教室

　あたまとからだの元気教室

調理実習を通じて、健康的な食生活について学びます。
日12月8日～30年3月23日の金曜日午前10時～正午（全10回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人区内在住で、会場に自力で来られる65歳以上の方16人（抽選）
￥2,000円（材料費別）
申11月15日㈬までに、本人が電話で長寿社会文化協会☎5405－1501（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）

脳活性化エクササイズや音楽セラピーなど楽しみながら認知機能低下を予防
します。
日12月6日～30年3月7日の水曜日午前10時～11時30分（全12回）
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）　
人区内在住で、ひとりで教室に通える65歳以上の方15人（抽選）
￥3,600円
申問11月14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

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。

問い合わせ／子ども育成課庶務係（☎5742－6720 Fax5742－6351）

家庭は、子どもにとって憩いの場所
心のよりどころ
人とのかかわり方を学ぶところです

「家庭の日」です
毎月第一日曜日は

　「家庭の日」には…
●親子で一緒に、地域の行事やボランティアへ積極
的に参加して、地域の中でも交流を深めましょう。
●スマートフォンや携帯電話など、お子さんの情報
環境をしっかり把握しましょう。
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品川健康センター休館日のお知らせ
日11月25日㈯
問同センター
（☎5782－8507 Fax5782－8506）

品川区立図書館を運営する指定管
理者を募集します
30年4月から品川図書館を除く品川区立
図書館を運営する第二期指定管理者を募
集します。応募の詳細は、区ホームペー
ジをご覧ください。
問品川図書館
（☎3471－4667 Fax3740－4014）

事業系有料ごみ処理券の差額交換
を開始します
9月30日までに購入し、10月31日までに
使い切れなかった事業系有料ごみ処理券
（旧券）は改定後の新券と差額交換します。
場品川区清掃事務所品川庁舎（大崎1－
14－1）、荏原庁舎（平塚1－10－1）
時間／午前8時30分～午後5時
※日曜日、年末年始を除く。
持ち物／新券差額交換申請書、余った旧
券、現金（差額分）、印鑑（スタンプ印不可）

差額金額（券1枚あたり）
10リットル   7円
20リットル 14円
45リットル 32円
70リットル 49円

※申請書は区ホームページからダウン
ロードもできます。
※有料ごみ処理券取扱所・区役所では差
額交換できませんのでご注意ください。
問同事務所品川庁舎（☎3490－7051 
Fax3490－7041）、荏原庁舎（☎3786－
6552 Fax3783－5780）

介護者教室「みんなで考えよう。住宅
の環境と転ばない生活」
日12月2日㈯ 午後1時30分～3時30分
人30人（先着）
場申問12月1日㈮までに、電話で八潮在
宅サービスセンター（八潮5－10－27☎
3790－0344 Fax3790－0473）へ

都営住宅入居者の募集
募集住宅／世帯向け、若年夫婦・子育て
世帯向け　※一部単身者向けあり。
申込用紙配布場所／住宅課（本庁舎6階）、
地域センター、サービスコーナー、文化
センター、品川宅建管理センター
※配布部数には限りがあります。
申11月10日㈮まで配布する申込用紙を、
郵送で渋谷郵便局に11月15日㈬までに届
いたものに限り受け付け
●申込用紙休日配布窓口
日時 会場
11/4㈯ 荏原文化センター（中延1－9－15）
11/5㈰ 区役所本庁舎3階ロビー
※時間は午前10時～午後4時。
問住宅課住宅運営担当
（☎5742－6776 Fax5742－6963）

裁判所の調停委員による無料調停
相談会
土地建物、金銭債務、近隣問題、交通事
故などのもめごとや家庭内や親族間のも
めごとについて、裁判所の調停委員が、秘
密厳守、無料で調停手続きの相談に応じ
ます。弁護士の委員も参加します。
日11月11日㈯ 午前10時～午後3時30分
場参当日、直接大田区役所2階（蒲田駅東
口）へ
問東京民事調停協会連合会☎5819－0267
（祝日を除く月～金曜日午前10時～午後4時）
区民相談室（☎3777－2000 Fax5742－
6599）

高年齢者向け「就職面接会」
日11月16日㈭ 午後1時～3時30分
※受け付けは午後0時30分～3時。
人おおむね55歳以上の就職希望者
場申当日、履歴書（写真貼付）、筆記用具を
持って、直接きゅりあん（大井町駅前）へ
問サポしながわ〈無料職業紹介所〉
（☎5498－6357 Fax5498－6358）

特別障害者手当・障害児福祉手当
をご存じですか
次にあてはまる方は申請できます。
●特別障害者手当
重度の障害があるため、日常生活におい
て常時特別の介護を必要とする在宅の20
歳以上の方（おおむね身体障害者手帳1・
2級、愛の手帳1・2度でそれらが重複し
ている方。これらと同等の疾病、精神障
害の方）
月額／26,810円　※施設に入所している
方、3カ月を超えて継続して入院している
方、本人、扶養義務者などが所得制限を
超えている方は受給できません。
●障害児福祉手当
重度の障害があるため、常時介護を必要
とする特別の程度の状態にある20歳未満
の方（おおむね身体障害者手帳1級と2級
の一部。愛の手帳1度と2度の一部。これ
らと同等の疾病、精神障害の方）
月額／14,580円
※施設に入所している方、障害年金を受給
している方、本人、扶養義務者などが所
得制限を超えている方は受給できません。
●次にあてはまる方は受給資格がなくな
りますので早めにお届けください
・特別障害者手当受給者で施設に入所し
た方や3カ月を超えて継続して入院した方
・障害児福祉手当受給者で施設に入所し
た方や障害年金（障害を事由として受け
取る年金）を受給することになった方
・経過的福祉手当受給者で施設に入所し
た方や障害年金・特別障害給付金を受給
することになった方
※届け出がないまま手当を受給している
と、受給資格がなくなった日まで遡って
返還していただきます。
申問直接、障害者福祉課障害者福祉係（本
庁舎3階☎5742－6707 Fax3775－2000）
へ

消費電力や電気代、CO2排出量がチェッ
クできる“エコワット”の無料貸し出し
自宅の電化製品に取り付けて、節電に役
立ててみませんか。測定記録は区に提出
していただきます。
期間／最長2カ月
問環境課環境推進係
（☎5742－6755 Fax5742－6853）

都民の意見を聴く会を開催します
事業名／東京都市計画道路幹線街路環状
第4号線（港区港南一丁目～同区白金台
三丁目間）建設事業
日12月8日㈮ 午前10時から
※午前9時30分から傍聴券を配布。
場高輪区民センター（港区高輪1－16－25）
※公述人の申し出がない場合は中止。
●都民の意見を聴く会の公述人の募集
日11月6日㈪～20日㈪（消印有効）
申住所、氏名、電話番号、事業名、公述
要旨を記入し、東京都環境政策課（〠
163－8001東京都環境局都庁第二本庁
舎8階☎5388－3441）へ郵送か持参
問環境課（☎5742－6751 Fax5742－6853）

第219回東京都都市計画審議会
日12月20日㈬ 午後1時30分
場都庁特別会議室（第一本庁舎北42階）
傍聴人数／15人（抽選）
申11月29日㈬（消印有効）までに、往復
はがき（1人1枚）で住所、氏名、電話番
号を東京都都市計画課（〠163－8001東
京都都市整備局）へ　※付議予定案件は、
東京都都市整備局ホームページをご覧い
ただくか東京都都市計画課☎5388－
3225へお問い合わせください。
問品川区都市計画課
（☎5742－6760 Fax5742－6889）

助成を希望する中小企業を募集します
●中小企業BCP策定費用助成
助成額／経費の3分の2（上限100万円）
対象／ BCP（事業継続計画）を策定する
ために要したコンサルティング費用
●中小企業ワークライフバランス費用助成
助成額／経費の3分の2（上限100万円）
対象／ワークライフバランスに係るコンサ
ルティング費用
●配偶者出産休暇制度奨励金
奨励額／10万円（1回まで）
対象／従業員の配偶者が出産する際に取
得できる特別休暇を26年5月1日以降に設
けている事業者
●事業所内育児支援事業
•事業所内育児スペース整備費助成
助成額／経費の2分の1（上限100万円）
対象／事業所内に育児スペースを設ける
ために必要な工事費・賃料
•ベビーシッター経費助成
助成額／経費の2分の1（上限100万円）
対象／事業所内でベビーシッターを雇う費用
―――――――――　共通　―――――――――
募集期間／30年2月28日㈬まで
問商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6334 Fax3787－7961）

こみゅにてぃぷらざ八潮
工事のお知らせ
グラウンド防球ネット設置・スポーツ室扉
工事のため休場・休室します。
日グラウンド＝30年1月4日㈭～31日㈬
スポーツ室＝30年2月1日㈭～28日㈬
問こみゅにてぃぷらざ八潮
（☎3799－2021 Fax3799－6176）　

第162回品川区都市計画審議会
日11月14日㈫ 午後2時から
場区役所第一委員会室（議会棟6階）
審議案件／
・東京都市計画地区計画の変更（都市計
画大崎駅西口地区地区計画）【東京都決定】
・東京都市計画第一種市街地再開発事業
の決定（大崎駅西口F南地区第一種市街
地開発事業）【品川区決定】　・東京都市
計画高度地区の変更（大崎二丁目三丁目
地内）【品川区決定】　・東京都市計画防
火地域及び準防火地域の変更（大崎二丁
目三丁目地内）【品川区決定】
傍聴人数／10人（先着）
傍聴方法／当日、午前8時30分～午後1
時30分に都市計画課（本庁舎6階）へ
問品川区都市計画課
（☎5742－6760 Fax5742－6889）

　

思春期講演会
「子どものSOSに気づいていますか？」
日12月14日㈭ 午後2時30分～5時
場区役所講堂（第三庁舎6階）
内基調講演「子どものストレスサインを見
逃さないために」、情報提供
講師／笠原麻里（駒木野病院児童精神科
診療部長）
人思春期のお子さん、思春期に向かうお
子さんの家族、関心のある方100人（先着）
託児／6カ月児～就学前のお子さん10人
（先着）
申問電話で、大井保健センター（☎3772
－2666  Fax3772－2570）へ

消費生活教室図書館共催「お掃除講
座～効率よくお家をキレイに｣
日11月22日㈬ 午前10時～正午
場荏原文化センター（中延1－9－15）
講師／藤井麻衣子（花王生活者コミュニ
ケーションセンター所属）
人60人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
申問電話で、消費者センター（☎5718－
7181 Fax5718－7183）へ

星薬科大学　生涯学習講座
日11月25日㈯ 午前10時～11時30分
内「お薬手帳の必要性と有効的な活用方法」
講師／石塚和美（同大学講師）
人90人（先着）
場参当日、直接同大学（荏原2－4－41☎
3786－1011）へ
問文化観光課生涯学習係

レッツ スポーツ
　第1回ユニバーサルスポーツ大会
障害のある方もない方も、子どもから大人までみんな
が楽しめるスポーツ・レクリエーションイベントです。
日11月18日㈯ 午後1時30分～4時30分
内トランポリン、ボッチャ、ゴールボール、リズム体操、
スポーツチャンバラなど
￥100円　運営／品川区スポーツ推進委員会
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、直接戸越体育館へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　第58回連盟杯争奪ダブルス卓球大会
日12月3日㈰ 午前9時30分から
場戸越体育館
種目／混合種目＝一般混合、セミシニア混合、初級混合
（女子ダブルス可）
男女別種目＝一般男子・女子、セミシニア男子・女子、
シニア男子・女子、ベテラン男子・女子
※セミシニアは合計110歳以上。シニアは合計120歳以
上。ベテランは合計130歳以上。　
※混合と男女別の重複のみ1人2種目出場可。　
※年齢は30年4月1日現在。
￥1組2,000円、連盟登録者1,600円
主催／品川区卓球連盟
申問11月14日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　第3回バドミントン大会
日12月9日㈯＝女子団体
12月10日㈰＝男子団体　
※時間は午前9時から。
場戸越体育館
内3ダブルスによるクラス別の団体リーグ戦
￥1チーム8,000円　
※未登録団体は、他に登録料として1人700円必要。
※1チーム6～10人。　
※男女混成チームは男子団体に出場可。
主催／品川区バドミントン協会
申問11月15日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※未登録団体多数の場合は抽選。

講座・講演

10月11日号でお知らせした宮前地区ソフトバレー
ボール教室の日程が変更になり、11月5日㈰午後1時
～4時が最終日となりました。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係
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※対象地域の日時に出席できない場合は、同じ
税務署内の他の日に出席できます。

内容は事業者向けです。年末調整に必要な用紙
も配布しますので、ご出席ください（開始30分
前から受け付け）。

場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ

場参当日、荏原文化センター（中延1－9－15）へ

日時 対象地域
11月8日㈬
13:30～16:00

上大崎・東五反田・大井・ 
西大井・勝島・東八潮・八潮

11月9日㈭
9:30～12:00

西五反田・大崎・北品川・
広町

11月9日㈭
13:30～16:00

東大井・南大井・東品川・
西品川・南品川

日時 対象地域
11月6日㈪
13:30～16:00

小山台・小山・荏原・平塚・
中延

11月7日㈫
13:30～16:00

西中延・東中延・旗の台・
戸越・豊町・二葉

この社会あなたの         がいきている 
11月11日㈯～17日㈮は税を考える週間です 29年分　年末調整などの説明会

品川税務署　☎3443－4171

荏原税務署　☎3783－5371

税税

人権週間 講演と映画のつどい
平和で心ゆたかな「人間尊重社会の実現」を
めざして、人権尊重思想の普及啓発活動の一
環として開催します。

Ⓒ2015映画「あん」製作委員会/COMME DES CINEMAS/TWENTY TWENTY VISION/ZDF-ARTE

●講演

それでも生きる意味はある
～ハンセン病小説『あん』で伝えた
かったこと～
講師／ドリアン助川（作家）
※手話通訳・要約筆記付き。

　●映画「あん」

12月6日㈬ 午後1時開演
（午後0時30分開場）

きゅりあん8階大ホール
（大井町駅前）

定員／1,100人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん
申込方法／11月15日㈬（必着）までに、往復はがき（1
枚2人まで）に「つどい」とし、参加人数、代表者の
住所・氏名（ふりがな）・電話番号、参加者の氏名（ふ
りがな）、託児希望の方はお子さんの氏名・月年齢を
人権啓発課（〠140－0013南大井3－7－10）へ　
※結果発送は11月末（予定）。

太田裕美、庄野真代、渡辺真知子の
3人のポップスシンガーとＮ響団友
オーケストラ16人による、ポップス
コンサート。今でも口ずさめる大ヒッ
ト曲の数々をお楽しみください。

日時

会場

●税理士による「税の無料相談」
日時 会場 問い合わせ

11月14日㈫・15日㈬ 午前11時～午後5時
ヤマダ電機大井町店入り口横（大井町駅前）東京税理士会品川支部☎3474－084311月16日㈭・17日㈮ 午前10時～午後4時

11月13日㈪・14日㈫ 午前10時～午後4時
中延会館（東中延2－7－19） 東京税理士会荏原支部

☎3781－8070武蔵小山商店街パルム会館（小山3－23－5）

●区民セミナー
「知って得する！不動産セミナー」
①日時／11月6日㈪ 午後2時～4時
定員／60人（先着）
会場・参加方法／当日、荏原文化センター（中延1－
9－15）へ
問い合わせ／荏原青色申告会☎3783－3494
②日時／11月14日㈫ 午後2時～4時
定員／90人（先着）
会場・参加方法／当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
問い合わせ／品川青色申告会☎3474－7564

●くらしと税金展
日時／11月14日㈫・15日㈬ 午前10時～午後5時
会場／ヤマダ電機大井町店入り口横（大井町駅前）
問い合わせ／品川間税会☎5781－9130

●チャリティー寄席
日時／11月17日㈮ 午後6時開演（午後5時開場）
出演／桂竹もん、林家木久蔵、三増紋之助、三遊亭遊雀
定員／430人（先着）
※入場の際、1,000円以上の寄付をお願いします。
会場・参加方法／当日、荏原文化センター（中延1－9－15）へ
問い合わせ／荏原法人会☎3783－9900

出演／樹木希林、
永瀬正敏　他
※字幕付き。

　問い合わせ　税務課税務係
（☎5742－6662 Fax5742－7108）

渡辺真知子

庄野真代

太田裕美

N響団友オーケストラ

  問い合わせ    チケットセンターCURIA（キュリア）
（☎5479－4140 Fax5479－4160）

日時／30年2月4日㈰ 午後4時開演（午後3時30分開場）
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
料金／4,000円（全席指定）
発売開始／11月6日㈪
　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/
※電話予約では座席の選択はできません。 
※未就学児入場不可。 ※発売初日は1人4枚まで。

弾道ミサイル落下時の行動について
弾道ミサイルは、発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性もあります。ミサイル
が日本に落下する可能性がある場合は、国からの緊急情報を瞬時に伝える「Jアラート」を
活用して、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報メー
ルなどにより緊急情報をお知らせします。

問い合わせ　人権啓発課（☎3763－5391 Fax3768－5092）

オーケストラで歌うオーケストラで歌う
青春ポップスコンサート青春ポップスコンサート

共通

品川子育てメッセ2017

第10回

つたえる・つながる・めぐりあう
―子どもといっしょに広がる世界
「子育てのアレコレわけあおう」が今
年のテーマ。品川区に住むママたちの
感性とフットワークで集めた子育て情
報が満載です。色々な「子育てを楽し
むヒント」を見つけに来てください。

日時／11月10日㈮
午前10時30分～午後3時
内容／子育て情報展示、おもちゃのひ
ろば、子育て相談、ワークショップ他
※詳しくは、実行委員会ホームペー
ジ s-messe.comをご覧ください。
会場・参加方法／当日、直接きゅりあ
ん（大井町駅前）へ
問い合わせ／子ども育成課育成支援係
（☎5742－6596 Fax5742－6351）

❶ 速やかな避難行動
❷ 正確かつ迅速な情報収集
行政からの指示に従って、落ち着いて行動してください。

http://www.kokuminhogo.go.jp/shiryou/
hogo_manual.html

ミサイル落下時には、こちらから
政府の対応状況をご覧になれます

首相官邸ホームページ
www.kantei.go.jp/

Twitterアカウント
首相官邸災害・危機管理情報

@Kantei_Saigai

メッセージが流れたら
落ち着いて、直ちに行動してください。

●屋外にいる場合＝ 口と鼻をハンカチで覆い、現場から直ちに離れ、密閉性の
高い屋内または風上へ避難する。

●屋内にいる場合＝換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして室内を密閉する。

問い合わせ／防災課防災安全担当（☎5742－6697 Fax3777－1181）

屋外に
いる場合

建物が
ない場合

屋内に
いる場合

近くの建物の中か
地下に避難。

物陰に身を隠すか、
地面に伏せて
頭部を守る。

窓から離れるか、
窓のない部屋に
移動する。

（注）できれば頑丈な建物が望
ましいものの、近くになければ、
それ以外の建物でも構いません。

（例）直ちに避難。直ちに避難。直ちに建
物の中、又は地下に避難してください。ミ
サイルが落下する可能性があります。直ち
に避難してください。

Jアラート

国民保護ポータルサイト

武力攻撃やテロなどから身を守るために
事前に確認しておきましょう。

  品川区国民保護計画　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000002200/hpg000002109.htm

近くに
ミサイル
落下！
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電子＝区ホームページから電子申請可　●費用の記載のないものは無料　●対象は原則として区内在住・在勤・在学の方

期間／11月1日㈬～25日㈯
※最終日11月25日㈯に大商業まつり中央会場で、答え合わせと正解者に記念品をプレゼントします。
正解者はさらに特別抽選会に参加できます（860人先着。大商業まつり抽選会とは別）。
※最終日に来られない方も、11月26日㈰より、しながわ観光協会で答え合わせできます。
※参加冊子は、しながわ観光協会、区内東急線一部の駅、区内参加商店街で配布します。

期間中イベントを行っている
商店街があります

11月25日㈯各商店街を
クラッシックカーがパレード！

11/3㈷ 戸越公園駅前南口秋の祭典
（戸越公園駅前南口商店会）

11/4㈯ 昭和通り夕市（昭和通り商店会）
11/3㈷～5㈰ 銀六祭（戸越銀座銀六商店街）

11/25㈯ 大商業まつり中央会場（しなが
わ中央公園〈下神明駅側〉）

区立高齢者住宅補欠登録者募集

高齢者住宅あっせん事業
住宅に困窮する65歳以上の高齢者などに対して、東
京都宅地建物取引業協会品川区支部の協力により、
民間賃貸住宅をあっせんします。礼金などの転居時
の一時経費を一部助成します。
問高齢者地域支援課高齢者住宅担当
（☎5742－6735 Fax5742－6882）

●募集案内・申請書配布場所
11月1日㈬から、高齢者地域支援課（本庁舎3階）、地域
センター、シルバーセンター、サービスコーナー　
※大井林町高齢者住宅分は同住宅とさくら会（南大井5
－19－1）でも配布。
●受付期間
11月24日㈮～12月4日㈪ 午前9時～午後5時　
※土・日曜日を除く（大井林町高齢者住宅は土・日曜日
も受け付け）。
受付場所／区役所261会議室（第二庁舎6階）※大井林
町高齢者住宅申し込み分は同住宅でも受け付け。

共通

問い合わせ

高齢者住宅＝高齢者地域支援課高齢者住宅担当
（☎5742－6735 Fax5742－6882）
大井林町高齢者住宅＝高齢者地域支援課高齢者住宅担当
（☎5742－6735 Fax5742－6882）
大井林町高齢者住宅
（☎5495－7080 Fax5495－7082）

　●高齢者住宅（単身用）※補欠登録期間：30年4月1日～31年3月31日
募集人数／／60人程度
申込資格／／次の全てにあ
てはまる方①区内に引き
続き2年以上住んでいる、
②昭和28年4月1日以前
に生まれ、ひとり暮らし、
③賃貸住宅に住んでい
る、④立ち退きの要求を
受けているか保安・保健
衛生上劣悪な住宅に住ん
でいる、⑤独立して日常
生活が営め、自炊できる
応募方法／／申請書、申告書、現在の賃貸借契約書の写し、立ち退きの場合は立ち退きの確認書を本人
が直接持参

名称・所在地 規模など 家賃（共益費別）
八潮わかくさ荘（八潮5－10－27） 約29㎡全40戸 35,000～85,000円
東品川わかくさ荘（東品川3－1－5） 約29㎡全50戸 35,000～85,000円
大井倉田わかくさ荘（大井4－14－8） 約23㎡  全8戸 30,000～70,000円
カガミハイツ（二葉1－3－28） 約18㎡全11戸 25,000～67,000円
パレスガル（南品川4－5－4） 約20㎡全53戸 30,000～72,000円
メゾン琴秋（豊町6－30－4） 約20㎡全13戸 30,000～70,000円
グレースマンション（西大井4－12－11）約25㎡全12戸 30,000～70,000円
アツミマンション（二葉1－16－14） 約26㎡全10戸 30,000～72,000円
バンブーガーデン（豊町6－30－11） 約26㎡全13戸 30,000～75,000円
オーク中延（中延4－5－10） 約26㎡  全7戸 30,000～75,000円

　●大井林町高齢者住宅（単身用・2人用）※補欠登録期間：30年4月1日から

所在地／／東大井4－9－1
募集人数・家賃（生活支援サービス費・共益費を含む）／単身用・風呂あり（1Ｋ約27㎡）=約20人・
月額95,000円、2人用（2ＤＫ約54㎡）=約10組・月額130,000円
※敷金（単身用225,000円、2人用300,000円）が必要。※所得に応じて家賃助成（上限25,600円）あり。
申込資格／30年1月1日現在、次の全てにあてはまる方①区内に引き続き2年以上住んでいる、②65歳
以上（単身用は現在ひとり暮らし）、③賃貸住宅に1年以上住んでいる、④立ち退きの要求を受けているか、
保安・保健衛生上劣悪な住宅に住んでいるか、家賃の支払いが収入に比べて過重である、⑤独立して
日常生活が営める
応募方法／申請書、申告書、住民票、現在の賃貸借契約書の写し、立ち退きの場合は立ち退きの確認
書を本人が直接持参

2タイプの高齢者住宅の補欠登録者を募集します。同時に両
方を申し込むことはできません。補欠登録期間に空き室が
生じた時に入居を案内するため、事前に登録するものです。

防水板設置等工事助成
大雨による浸水被害を防ぐため、住宅・
店舗・事務所などの出入り口に防水板
を設置しておくと安心です。
＜助成対象＞
区内の建物に防水板を設置する方
＜助成内容＞
個人＝設置費用の4分の3を助成
法人＝設置費用の2分の1を助成
（区内に住民登録している方か登記後1年
以上の法人は上限100万円、その他は上
限50万円）

雨水利用タンク設置助成
屋根に降った雨水をタンクにため
て、「庭木の水やり（水道代節約）」
「いざというときの水の確保」「浸
水被害の軽減」などに役立てます。
＜助成対象＞
区内に雨水利用タンクを設置する
方
＜助成内容＞
タンク本体購入費とタンク設置工事費を合わせた額の
2分の1を助成（上限5万円。そのうちタンク設置工事
費の上限は1万5千円）

宅地内雨水浸透施設設置助成

浸透ます

雨水浸透管

雨水
浸透
ます

浸透管

雨水を利用した家づくり＆浸水被害を軽減するまちづくり助成制度を利用してみませんか

宅地内の雨水排水施設（管や雨
水ます）を浸透式にすることに
より、雨水を地中に浸透させ、
浸水被害を軽減します。
＜助成対象＞
区内に浸透施設を設置する方
＜助成内容＞
設置工事費を助成
（上限40万円）

●すべての助成は事前申請となります。利用要件や申込方法など、詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ／／河川下水道課水辺の係（☎5742－6794 Fax5742－6887）

SHINAGAWA  QUEST
～7つの島々と伝説の財宝～

コース／しながわ中央公園（下神明駅側）→昭和通
り商店会会場→旗ヶ岡商店会会場（クラッシック
カーゴール展示）

　問い合わせ　しながわ観光協会☎5743－7642
文化観光課（☎5742－6913 Fax5742－6893）
商店街連合会事務局☎5498－5931　

リアル
謎解きゲームム 品川区民芸術祭2017

品川アーティスト7人展

品川に縁
ゆかり

のあるアーティスト7人が
作品を展示。アーティストと身近に
触れ合えるアットホームな空間が魅
力です。イラストレーターに似顔
絵を描いてもらうこともできます
（有料）。

　参加アーティスト
　　石田ゆり（ガラス工芸作家）／神谷一郎（イラストレー
ター）／コアサカズヒロ（造形作家）／土田菜摘（イラス
トレーター）／　　村田大（写真家）／本山浩子（イラ
ストレーター）／　　縁（イラストレーター）

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（荏原4－5－28）
問い合わせ／品川文化振興事業団
（☎5479－4112 Fax5479－4160 http://www.shinagawa-
culture.or.jp/）

初

初
初

入場無料

参加冊子を手に、7つの島（区内の商店街）を回り、
謎を解き明かそう！

東急沿
線

しなが
わ商店

街

謎解き
ウオー

ク

シ ナ ガ ワ ク エ ス ト

詳しくは冊子を
ご覧ください。
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第119回品川区合唱祭
区内で活動している合唱団体やサークル
が、日頃の練習の成果を発表します。
日11月19日㈰ 
午前11時30分開演（午前11時開場）
講評者／安達陽一（合唱指揮者）
場・観覧方法／当日、直接きゅりあん（大
井町駅前）へ
問文化観光課文化振興係

春光祭り
日11月19日㈰ 午前10時～午後2時
内ものまねタレント葉月パルの「ものまね
ショー×フィットネス」、ボランティアの演
芸披露、もちつき、模擬店、抽選会など
場問春光福祉会（西大井2－4－4☎5743
－6111 Fax5743－6541）

品川区民芸術祭2017
「心あったかコンサート」
クラシック・声楽・ピアノなどの演奏をお
届けします。
日11月11日㈯ 
午後1時30分開演（午後1時開場）
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
問文化観光課文化振興係

障害者作品展
書道、絵画、手工芸など、障害のある方が
創作した作品を展示します。ぜひご覧くだ
さい。
日11月2日㈭～16日㈭ 
午前8時30分～午後5時　
※土曜日・祝日を除く。火曜日は午後7時
まで。
場区役所第二庁舎3階ロビー
問障害者福祉課福祉改革担当
（☎5742－6762 Fax3775－2000）

第14回　福栄会さんま祭
日11月7日㈫ 午後1時から　
※なくなり次第終了。
内岩手県宮古市のさんま炭火焼き、豚汁、
おにぎりなど　
※先着150人無料配布。
場問福栄会（東品川3－1－8☎5479－
2981 Fax5479－2943）

品川＆早川ふるさと交流
ゆく年くる年プラン
山里の早川町で年越しはいかがですか。
日12月31日㈰～30年1月3日㈬のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
対象／区内在住の方
費用／8,750円、小学生以下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 Fax5742－6877）

品川＆山北「ふれあい交流」
山北町産業まつり
日11月23日㈷ 午前9時30分～午後3時
場山北町健康福祉センター駐車場・鉄道
公園（神奈川県山北駅前）
内農産物・特産品などの販売、新潟県旧
山北町の海産品などの販売、キャラクター
ショー、D52（蒸気機関車）の稼働　ほか
問山北町産業まつり実行委員会☎0465－
75－3654、地域活動課市町村交流担当（☎
5742－6856 Fax5742－6877）

東品川文化センターまつり「かもめ祭」
日11月11日㈯ 午前10時～午後4時30分
12日㈰ 午前10時～午後3時
内作品の展示や販売、ダンス・合唱・楽器
演奏などの発表、バザー、模擬店など
場問同センター（東品川3－32－10☎3472
－2941 Fax3472－9056）

ウェルカムセンター原・交流施設
第9回原まつり
日11月12日㈰ 午前10時～午後3時頃
場同施設（西大井2－5－21）
内利用団体発表会、模擬店、フリーマーケッ
ト、産直販売など
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）

品川＆早川ふるさと交流
奥山梨はやかわ紅葉と食まつり
日11月12日㈰ 午前10時～午後2時頃
場山梨県早川町町民グラウンド
交通／身延駅からバス約50分　
※甲府南ICから約55km。
内そば販売、ふるさと物産展、歌謡ショー、
交流親善大使委嘱式　ほか
問早川町振興課振興・観光担当☎0556－
45－2516、地域活動課市町村交流担当（☎
5742－6856 Fax5742－6877）

品川＆早川ふるさと交流
「楽農体験」秋野菜収穫！
農作業や収穫物の加工体験をしながら、早
川の地域づくりを応援します。
日11月10日㈮ 午後7時～12日㈰ 午後6時
＝「柿しごとざんまい」
11月24日㈮午後7時～26日㈰ 午後6時＝
「秋野菜収穫／収穫祭」
※区役所付近発着の無料送迎バスあり（別
途運行協力金あり・申し込み10人以上で
運行）。　※現地参加も可。
宿泊／野鳥公園キャビン（割引あり）
※無料宿泊所あり。　※食事は原則自炊。
人区内在住か在勤の方各30人（先着）
￥体験会費1,000円から
申電話かFAX、Eメールで早川エコフアー
ム事務局・おばあちゃんたちの店（☎0556
－48－2817 Fax0556－48－2817 info@
eco-farm.or.jp）へ
問地域活動課市町村交流担当
（☎5742－6856 Fax5742－6877）

消費生活教室（料理教室）
「おもてなしワンプレート料理」
日11月28日㈫ 午前10時～午後1時
場きゅりあん（大井町駅前）
講師／田口道子（料理研究家）
人36人（先着）　￥1,000円
持ち物／エプロン、三角巾、食器用ふきん
託児／2歳～就学前のお子さん7人（先着）
申問11月16日㈭までに、電話で消費者セン
ター（☎5718－7181 Fax5718－7183）へ

やさしい英会話教室（全14回）
日12月14日～30年3月29日の木曜日
午後の部＝午後1時30分～3時30分
夜間の部＝午後6時30分～8時30分
場国際友好協会（第三庁舎4階）
人中学校卒業以上の方各18人（抽選）
￥15,000円（テキスト代2,000円別）
申問11月17日㈮（必着）までに、往復は
がきで教室名、希望の部、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、昼間連絡がとれる
電話番号、在学の方は学校名、在勤の方
は勤務先の名称・所在地・電話番号、外国
人の方は国籍を同協会（〠140－0005広
町2－1－36第三庁舎4階☎5742－6517 
Fax5742－6518）へ ※申し込みは1人1通。

杉野学園公開講座
「食品表示の基礎」　　　　　　　電子

消費期限と賞味期限の違いや加工食品の
栄養成分表示などの読み方を学び、賢い
食品選択ができるようになりましょう。
日12月2日㈯ 午後2時～3時30分
場杉野服飾大学（上大崎4－6－19）
講師／小菅麻衣良（同大学講師）
人16歳以上の方100人（抽選）
申問11月17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

環境学習講座「食用廃油の環境負荷
と手作り石けんのワークショップ」
食用油の性質と再利用方法を学び、洗濯
用と浴用2種類の石けんを手作りします。
日12月2日㈯ 午後2時～4時　
場産業技術高等専門学校
（東大井1－10－40）
講師／田村健治（同校准教授）
人中学生以上の方20人（抽選）   ￥100円
申問11月15日㈬（必着）までに、往復は
がきかFAXで講座名、住所、氏名、年齢、
電話か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。

産業技術高等専門学校オープンカレッ
ジ「TOEIC新形式に挑戦（初級編）」
日12月26日㈫、30年1月4日㈭・14日㈰
午後3時～5時（全3回）
人12人（抽選）　￥5,100円
場申12月9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

「かんたん」お掃除講習会
「楽しく疲れない掃除のコツ」をＮＨＫ講
師経験者が実習で教えます。
日11月24日㈮ 午後1時～4時
場品川第一区民集会所（北品川3－11－16）

人区内在住で、60歳以上の方20人（抽選）
申問11月10日㈮（必着）までに、往復は
がきに「かんたんおそうじ」とし、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号をシルバー
人材センター荏原支部（〠142－0063荏
原2－16－18☎5751－3334 Fax5751－
4821）へ

手づくり講習会と折り紙会
布で「クリスマスツリー」を作ります。
日11月17日㈮ 
午前10時～正午、午後1時～3時
￥200円（材料費）
場申当日、直接啓発展示室（区役所第二
庁舎3階）へ
問消費者センター
（☎5718－7181 Fax5718－7183）

わかもの就業支援セミナー
日12月7日㈭ 午後1時30分～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内「『マンガ』から学ぶ！正社員へ導く3つ
の武器の見つけ方」
講師／櫻井樹吏（キャリアコンサルタント）
人39歳以下で、求職活動中かこれから求職
活動を始めようとしている方20人（先着）
申問電話で、商業・ものづくり課就業担
当（☎5498－6352 Fax3787－7961）へ
※ www.shinagawa-shigoto.jp/から
も申し込めます。

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プロに教わるミシンでリメイク
日11月7日㈫・21日㈫、12月5日㈫
午後1時30分～3時30分（全3回）
※全5回のうち、3回目からの途中入会。
人10人（先着）　
￥6,300円（教材費込）
②花車～プリザーブドフラワーの迎春ア
レンジ
日12月5日㈫ 午後1時～3時
人10人（先着）　￥6,400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

 

歯の健康ポスター展
応募した区内小・中・義務教育学校の児
童・生徒の作品を展示します。
日11月8日㈬～13日㈪ 午前10時～午後5時
※8日は午後1時から、13日は午後1時まで。
場品川区民ギャラリー
（大井町駅前イトーヨーカドー8階）
問学務課（☎5742－6829 Fax5742－0180）

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
親子で、楽しく、アルミ缶のリサイクルの
過程を追いかけ取材します。
日12月9日㈯ 午前7時40分～午後5時頃
（区役所集合・解散、往復バス）
場品川区資源化センター（八潮1－4－1）、
三菱アルミニウム鋳造工場（静岡県駿東
郡小山町）
人区内在住で、リサイクルに関心のある小
学生以上の親子40人（抽選） 
※昼食は各自。
申問11月15日㈬（必着）までに、電話かは
がき、FAXに「追っかけ隊」とし、参加者
全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号を品川区清掃事務所（〠141－0032大
崎1－14－1☎3490－7098 Fax3490－
7041）へ
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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

　●講座・講演

催　し

交通安全宣言50周年記念
「しながわ交通安全フェア」

日時／11月18日㈯ 午前10時～正午　※小雨決行。
会場／しながわ中央公園多目的広場（西品川1－28）
内容／記念式典、スタントマンによる交通事故再現、警察車両展示（白バイほか）、
シートベルト模擬衝突体験、シートベルト横転体験、自転車シミュレータ運転体験
など　※都合により変更・中止あり。

問い合わせ／土木管理課交通安全係（☎5742－6615 Fax5742－6887）
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備蓄キャラバン
東京都の防災イベント「備蓄キャラバン」で、
“防サイくん”と一緒に家庭での日常備蓄
の重要性を学びませんか（区の出展もあり）。
日11月17日㈮ 正午～午後4時
場品川シーサイドフォレストジュネーヴ広
場（東品川4－12）
内備蓄に関するミニステージ、備蓄品サン
プル展示、日常備蓄品を活用したレシピの
紹介、防災グッズ配布（先着順）、防サイ
くんグリーティングなど
問東京都防災管理課☎5388－2549
防災課（☎5742－6696 Fax3777－1181）

御殿山アート＆テクノロジー・ウイーク
品川御殿山で原美術館の現代アートとAI・
ARなどソニーCSLの最先端テクノロジー
を体験しませんか。
日11月10日㈮～12日㈰ 午前11時～午後9
時　※12日は午後5時まで。原美術館は午
前11時～午後5時。
場御殿山トラストシティ（北品川4－7－
35）　※品川駅から無料送迎バスあり。
※原美術館は有料。
問御殿山エリアマネジメント実行委員会事
務局・森トラスト☎5511－2255（祝日を
除く月～金曜日午前9時～午後6時）
文化観光課観光推進係

イベント
●ボーイスカウト品川第二団バ
ザー　11月3日㈷午前11時～午後2時
（小雨決行）。当日、戸越八幡神社（戸
越2）へ。☎090－6543－0677三枝
●ふれあい動物園とフリーマー
ケット開催　11月23日㈷午前10時
～午後3時。350円。当日、戸越公園
（豊町2）へ。☎090－8478－1914
浅沼（夜間）
●青い空こども食堂　月1回開催。
要予約。①11月12日㈰、②12月3日
㈰正午～午後2時。イタリアングリ
ル＆ビアパブ330（南大井6）。各350
円、子ども100円。①は11月10日㈮、
②は12月1日㈮午後5時までに、電話
で青い空の家・天野☎070－4326
－5232（火～土曜日午後5時30分～
9時）へ
●不動産無料相談会　11月22日㈬
午前10時30分～午後4時30分。当
日、本庁舎3階ロビーへ。☎5480－
6421全日本不動産協会城南支部

●講演会「当事者・家族の自立と
回復を目指して」　11月11日㈯午後
2時30分～4時30分。区役所講堂。
160人先着。11月9日㈭までに、電
話で精神障がい者家族会かもめ会・
庄田☎3458－6908へ
●相続・遺言・登記・成年後見な
ど司法書士による個別無料相談会
11月18日㈯午後1時～4時。武蔵小
山商店街パルム会館（小山3）。40
人先着。前日までに、電話で品川成
年後見センター☎5718－7174へ
●はじめての写真展　11月22日㈬
～26日㈰午前10時～午後4時（初
日は午後1時から、最終日は午後3
時まで）。当日、スクエア荏原へ。
☎6433－9611ズームインさつき・
阿部
●城南職業能力開発センター技能
祭　工作教室、苗木配布など。11
月23日㈷午前10時～午後3時。当
日、同センター（東品川3☎3472－
3411）へ

●家事家計講習会「今の暮らし 
見えていますか」　11月24日㈮午前
10時～11時40分。きゅりあん。50
人先着。資料代400円。1歳以上託
児あり（200円。要予約）。電話で
東京第四友の会城南方面・清水☎
080－5463－6420へ
●ピアノサークル・ノピア第16回
定期演奏会　11月25日㈯午前10時
～午後4時。20人先着。当日、五反
田文 化 へ。☎090－7945－
3670今村
●10周年記念講演「高齢者どう
しの支え愛」と朗人サロン　11月
28日㈫午後1時～4時。30人先着。
荏原第五 。電話で傾聴バレンタ
イン・藤本☎3458－9346へ
●家庭教育講演会「反抗期を乗り
越えよう」　12月2日㈯午前10時～
正午。150人先着。当日、きゅりあ
んへ。託児は前日までに、すまいる
ママ・松田☎3763－7496（午後6時
～9時）へ

サークルなど
●芳水トリムクラブ　㈫午後7時。
芳水小。月1,000円。（入）500円。☎
3492－2373大野
●日野トリム　㈮午後7時。第四日
野小。月1,000円。（入）1,000円。☎
3492－4206長屋 
●マルガリータ（マンドリン）　楽器
貸与。㈬午後5時30分、品川第一
。㈮午前9時、南大井文化 。

月2,000円。☎3471－6627長尾
●品川レッズ（還暦野球）　60歳
以上。㈬午後1時。天王洲公園野球
場。月1,500円。（入）1,000円。☎
090－4134－5355長濱
●品川ブルーインパルス（還暦野
球）　体験歓迎。㈫㈮午後1時。天
王洲公園野球場。月1,000円。☎
090－6316－5628イハナ
●気功さわやか　㈪午前10時。後
地シルバー 。月2,000円。☎3492
－5853中村

●ロケラニ（フラダンス）　体験歓
迎。㈪午前10時。きゅりあん。月4,000
円。（入）2,000円。☎3783－3602
木下
●銀の工房（シルバーアクセサ
リー作り）　見学可。第3㈰午後1時
30分。東品川文化 。月2,000円。
☎090－2212－3049猪股
●東京麺

めん

棒
ばー

倶
く

楽
ら

部
ぶ

（そば打ち）　
第2・4㈰午後1時。八潮地域 。
材料費実費。☎080－5677－8738
川上
●小筆を親しむ会（書、奥の細道、
写経など）　道具貸与。第2・4㈬
午前10時。スクエア荏原。会場費な
ど実費。☎090－3220－7258根津
●青春音楽倶

く

楽
ら

部
ぶ

（リコーダー）
㈭午前10時。南品川シルバー 。
月500円。（入）500円。☎090－9554
－3334大西
●養生太極拳圓

まる

花
はな

會
かい

　体験歓迎。
初心者歓迎。㈭午前9時30分。戸
越体育館。月4,000円。☎080－
3256－3786小峰

区民の皆さんが地域で行う自主的な活動を紹介します。
費用の記載のないものは無料です。

＝センター　 ＝体育館　 ＝区民集会所　（入）＝入会金

　
●10日㈮～15日㈬／品川区私立幼稚園
協会 第61回幼児画展覧会
●18日㈯～22日㈬／第7回メイプルメ
イツ展覧会（手工芸）
●25日㈯～28日㈫／ s

ス タ ジ オ

tudio i
イッサイ

ssai書道展
場問同美術館（大崎駅前大崎ニューシ
ティ2号館2階☎3495－4040 Fax3495
－4192 午前10時～午後6時30分）
※開催時間は要問い合わせ。

日11月3日㈷ 午前10時～午後3時
場後地小学校（小山2－4－6）
内福引抽選会、模擬店、フリーマーケッ
ト、区内商店街のキャラクターとのふれ
あいタイムなど
問後地商店連合会・廣井
☎090－1997－9790

　
●2日㈭～6日㈪／M

モ ノ

ONOアトリエ絵画
教室作品展（絵画、工作）
●8日㈬～13日㈪／歯の健康ポスター展
●15日㈬～20日㈪／第10回水彩クラ
ブ楡

にれ

の会展
●22日㈬～27日㈪／監物博写真展「昭
和の顔と貌

かお

－東急池上線の走る街－」　
●30日㈭～12月4日㈪／第27回2017
年旭洋会書道展
場問同ギャラリー（大井町駅前イトーヨー
カドー8階☎・Fax3774－5151 午前10時～
午後8時）　※開催時間は要問い合わせ。

　
日11月3日㈷ 午後1時～4時
内芋煮会、キノコおこわを食べる会、街
のアーティスト発表会、抹茶を楽しむ会
など
場問戸越公園駅前南口商店会・山口
☎3783－1844

日11月18日㈯ 午後1時～3時
内講演「口

こう

腔
くう

がんの診断と治療につい
て知っておこう」
講師／嶋根俊和（昭和大学歯学部教授）
人362人（先着）
場参当日、直接スクエア荏原（荏原4－
5－28）へ
問荏原歯科医師会☎3783－1878

日11月25日㈯ 午後2時～4時
講師／山岡由美子（ＮＴＴ東日本関東病
院医師）
人75人（先着）
場参当日、直接大崎第二区民集会所（大
崎2－9－4）へ
問荏原病院地域医療連携室
☎5734－8000（内線1617）

日11月29日㈬ 午後1時30分～3時
場荏原医師会館（中延2－6－5）
内「中高年への運動のススメ～健全な足
腰は健康寿命を延ばす～」①講演、②
体操指導
講師／①別府諸兄（日本股関節研究振興
財団理事長）、②太藻ゆみこ（メディカ
ルフィットネス研究所代表）
人70人（先着）
申問電話で、荏原医師会☎3783－5166へ

　
日12月3日㈰ 午前10時～午後0時30分、
午後1時30分～3時30分
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
講師／鳥山玲　ほか
人区内在住で、6歳以上の親子各10組
（先着）
申問電話で、東京品川中央ロータリーク
ラブ☎3443－6000へ

Ｏ美術館 11月の催し 区民ギャラリー 11月の催し 荏原歯科医師会区民公開講座

日本画親子ワークショップ

荏原医師会区民公開講座

戸越公園南口秋の祭典

うしろじ祭り

文化・イベント情報文化・イベント情報

東京都脳卒中医療連携推進事業
公開講座「脳卒中の予防について」

しながわ水族館
「しな水モーニング！」

普段見ることができない開館前作業を公開します。イルカの健康チェックを解説
員が説明したり、照明が消灯している水槽や清掃作業をご覧いただけます。
入館料／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・在勤・在学の方は各自、住所など確認のできるものの提示で（　）
の料金になります。
会場・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/）

区内のおしゃれなスポットで、クリスマスパーティーを開催します。友達づくり、仲
間づくりをしながら、しながわの魅力を発見してみませんか。
日時／12月16日㈯ 午前11時45分～午後2時15分
会場／エル・トレス（東五反田2－9－11さくらてらす五反田）
対象／18～40歳代位の独身の方24人（抽選）
費用／2,500円、18・19歳と学生2,300円
申込方法／11月23日㈷までに、電話かFAX、ホームページ応募フォームで住所、氏
名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号をしながわ発見出会い事業事務局・オーネッ
ト（☎050－5817－5544 Fax3700－5965 onet.rakuten.co.jp/entry/support/
shinagawa/）へ

問い合わせ／地域活動課庶務係（☎5742－6687 Fax5742－6878）

パラリンピック正式競技であるブライ
ンドサッカーの東日本リーグ第5節を

開催します。日本トッ
プレベルのブライン
ドサッカーの試合を
一緒に観戦し、選手
を応援しましょう。

開催日／11月12日㈰
会場／しながわ中央公園（区役所前）
※会場では観戦者向けのブラインドサッカー
体験会や楽しい催しも実施します。
※詳しくは日本ブラインドサッカー協会ホー
ムページ www.b-soccer.jp/内、各節の
ページをご覧ください。
問い合わせ／オリンピック・パラリンピック
準備課（☎5742－9109 Fax5742－6585）

しながわ中央公園でブラインドサッカー
東日本リーグ2017が開催！

品川区ブラインドサッカー
応援キャラクター“やたたま”

11月の日曜日・祝日は開館時間（午前10時）より30分早く、
午前9時30分から入場できます。

早く、

入場無料



区民相談室
（第三庁舎3階☎3777-2000 Fax5742-6599））

・外国人人口…………12,177
　　男………………… 5,951
　　女………………… 6,226

総人口…………… 386,905世帯…………………215,249

・日本人人口…………374,728
　　男…………………183,922
　　女…………………190,806

  人口と世帯（平成29年10月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

　

平成29年（2017）

11/1
2060号

問広報広聴課☎5742－6612 Fax5742－6870　加入について▶ケーブルテレビ品川 0120－559－470

しながわホットほっと ケーブルテレビ品川
毎日7時・10時・13時・19時・
22時から5回放送（＊＊土曜切り替え）11チャンネル

テレビ11月

しながわ宿場まつりの前
夜祭として行われている
「おいらん道中」。一般公
募で選ばれた花

おい

魁
らん

役と運
営者の奮闘ぶりを伝えま
す。

しながわのチ・カ・ラ
おいらん道中　

  一部の番組は品川区公式You Tubeチャンネルでもご覧になれます
ユ ー チ ュ ー ブ

しなメールでは、区の情報や防災気象情報を
電子メールで配信していま
す。右のコードを読み取る
か、https://mail.cous.jp/
shinagawa/へアクセスして
登録してください。

午前6時56分から3分間
災害時には、災害情報や生活情報を放送し
ます。

放
送
言
語

㈪ 中国語・日本語
㈫ 韓国語・日本語
㈬ タガログ語・日本語
㈭・㈮ 英語・日本語

89.7Mhz
しながわインフォ

しながわ情報メール
「しなメール」

インターエフエム放送

ラジオ

問広報広聴課
　（☎5742－6631 Fax5742－6870）

で

しパソコン・
携帯

緊急時・災害時などに、区ホームペー
ジ、しなメール、品川区ツイッター
などで発信する緊急情報を音声で聞
くことができます。　

緊急情報発信ダイヤル
☎3777－2292

問広報広聴課
　（☎5742－6631 Fax5742－6870）

● ARで楽しむまち歩き
● みんなで支えあう国民年金
● 年末の粗大ごみの収集のお知らせ

次号予告　11月11日号

00分～ 10分～ 20分～ 30分～

土

わ！しながわニュース
取材には区民の皆さんが
活躍しています

三之助の笑顔いっぱい
 　ブックカフェ来茶舗

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 サヘル・ローズの天晴！品川
 　二葉すこやか園

月 しながわのチ・カ・ラ
 　おいらん道中

火 三之助の笑顔いっぱい
まちをキレイに！花と緑の森さんぽ

水 復活！しながわ探検隊 泉麻人しながわ土地の記憶
八潮

木
三之助の笑顔いっ
ぱい
こころのままに！
アール・ブリュット

語り継ぐ　
品川現代史
品川の都市再開
発　進化を続け
るまち品川

しながわのチ・カ・ラ
メードイン品川Part4

金
しながわの
チ・カ・ラ
しながわ路地裏
探検記

品川歴史探訪
文明開化を支え
た品川の産業

トビーが行く！
しながわ坂物語2

新

新

新

相 案談 内 ※祝日を
除きます

相談内容 曜日 時間 場所
区 民 相 談

㈪～㈮   9:00～17:00

区
民
相
談
室

☎3777－2000
※受付は午後4時
30分まで

犯 罪 被 害
者 等 相 談

法 律 相 談
第1㈫ 18:00～20:30

相談日1週間前の
午前9時から
☎3777－1111㈹
へ予約（先着）

㈬、第2・4㈪

13:00～16:00

税 金 相 談 第2・4㈫

不動産取引相談 第2・4㈮

司法書士相談 第2㈭

行政書士相談 第1～4㈮

社会保険労務士相談 第1㈮

人権身の上相談 第1・3㈫

国の行政相談 第1・3㈭ ☎3777－2000
※受付は午後3時まで

外国人生活相談 英　語／㈫
中国語／㈭   9:00～17:00

☎5742－6842
※受付は午後4時
30分まで

相談内容 曜日 時間 場所
カウンセリング
相談（電話）

第1～3
㈭ 10:00～15:30 男女共同参画センター☎5479－4105

Ｄ Ｖ 相 談
第2を
除く㈮ 13:00～16:00 相談日の1カ月前から

男女共同参画センター
☎5479－4104へ予約第2㈮ 17:30～20:30

教 育 相 談 ㈪～㈯  9:00～17:00 教育総合支援センター☎3490－2000
手 話 通 訳 者
付 き 相 談

㈬ 13:00～16:00 障害者福祉課
Fax3775－2000㈮  9:00～12:00

交通事故相談 ㈪～㈮  9:00～16:00 品川交通事故相談所☎5742－2061
内 職 相 談 ㈪～㈮  9:00～17:00

就業センター
☎5498－6353職 業

相 談・紹 介 ㈪～㈮  9:00～17:00

わ か も の・
女 性 向 け
就 業 相 談

㈪・㈮ 10:00～17:00 商業・ものづくり課
☎5498－6352へ
予約㈫～㈭ 13:00～17:00

相談内容 曜日 時間 場所

消費生活相談
㈪～㈮   9:00～16:00 消費者センター

☎5718－7182電話第4㈫ 16:00～19:00
電話㈯ 12:30～16:00

マンション相談
管理運営
第2・4㈬ 13:00～16:00

相談日の1週間前
までに住宅課
☎5742－6776へ予約建替・修繕

第3㈫

住 宅 相 談
（リフォーム、 建替） 第3㈬ 10:00～15:00

本庁舎3階ロビー
問住宅課
☎5742－6776

家 庭 相 談 ㈫ 13:00～17:00 子ども家庭支援課
☎5742－6589へ予約㈭・㈮  9:00～13:00

ひとり親家庭相談 ㈪～㈮  8:30～17:00 子ども家庭支援課☎5742－6589ひとり親就労相談 ㈫・㈬・㈮

児 童 相 談

㈪～㈮  8:30～17:00 子ども育成課☎5742－6959

㈪～㈯  9:00～18:00 子育て支援センター☎5749－1032

㈪～㈮  9:00～17:00 東京都品川児童相談所☎3474－5442

相談名 相談員 内容 曜日
※祝日を除く 時間 利用方法

区民相談 区民相談員 日常生活の中で起こる困りごと全般につ
いての相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00

※受付は16:30まで
時間内に直接お越しください
※電話でも相談できます
☎3777－2000犯罪被害者等相談 区民相談員 犯罪被害に遭った方やその家族の方の相談

法律相談 弁護士
借地借家、相続、遺言、離婚・親権、金
銭貸借、労働などの法律全般にかかわる
相談

第1㈫ 18:00～20:30

相談日1週間前の午前9時から電話で予
約してください（先着）
☎3777－1111（代）
※予約受付開始日が祝日・年末年始
（12/29～1/3）の場合は、お問い合
わせください
※日曜開庁は行っていません

㈬

13:00～16:00

第2・4㈪

税金相談 税理士 相続税、贈与税、不動産取得税などの税
金全般にかかわる相談 第2・4㈫

不動産取引相談 宅地建物取引士 土地・建物の取り引き、賃貸借契約など
の不動産取り引きに関する相談 第2・4㈮

司法書士相談 司法書士 不動産や会社などの登記、相続、成年後
見などの手続きに関する相談 第2㈭

行政書士相談 行政書士 各種許認可、相続、遺言、成年後見、外
国人などの手続きに関する相談 第1～4㈮

社会保険労務士相談 社会保険労務士 就業規則、解雇、賃金不払い、年金、社
会保険などに関する相談 第1㈮

人権身の上相談 人権擁護委員 暴力、いじめ、プライバシー侵害などに
ついての相談 第1・3㈫

国の行政相談 行政相談委員 国の行政機関などに対する要望、苦情な
どについての相談 第1・3㈭ 13:00～16:00

※受付は15:00まで 時間内に直接お越しください

外国人生活相談 区で委嘱した
相談員

英語、中国語による外国人のための日常
生活全般に関する相談

英語　　㈫
中国語　㈭

9:00～17:00
※受付は16:30まで

時間内に直接お越しください
※電話でも相談できます
☎5742－6842

区民相談室では、区民相談員や専門相談員がそれぞれの相談に応じ、
問題解決に向け、助言やアドバイスを行っています。ひとりで悩まず
ご相談ください。区内在住か在勤、在学の方が対象です。

問い合わせ 無料区民
問題解
ご相談


