
（一社）品川青色申告会
TEL　3474－7564

問い合わせ
東京労働局雇用環境・均等部 指導課　TEL　3512－1611問い合わせ

しながわ観光協会　TEL　5743－7642問い合わせ

求人活動
支 援

商業・ものづくり課 管理係　TEL　3787－3041問い合わせ
品川区地域活動課 市町村交流担当
TEL　5742－6856

問い合わせ

サポしながわ無料職業紹介所 西品川1―28―3 中小企業センター1階
TEL　5498－6357　FAX　5498－6358

問い合わせ

商業・ものづくり課　管理係　TEL　5498－6335問い合わせ

イベント

所得税・消費税（決算・申告）ポイント説明会のご案内 育児・介護休業法の改正について
（平成29年10月1日施行）

改正内容は①～③のとおりです。
①　1歳6か月以降も認可保育園に入所できない
場合、育児休業を最長2歳まで延長可能に

②　子どもが生まれる方等に育児休業等の制度を
個別にお知らせする努力義務の創設

③　未就学児を養育する労働者のための育児目的
休暇を導入する努力義務の創設

　正しい決算・申告を進めていただくために、誤りやすい注意点等をわかりやすくご説明いたします。
どなたでもご出席いただけますので、お気軽にお越しください。

講師 品川税務署担当官 ほか

会場 きゅりあん6階 大会議室
（品川区東大井5－18－1
　TEL 5479－4100）①　事業所得など一般の方

　（事業所得者一般の方で事業所得の他に
　不動産所得を有する方も含みます）

1月15日（月）　午後1時30分～4時00分
1月16日（火）　午後5時30分～8時00分

②　不動産所得のみの方 1月15日（月）　午後5時30分～7時30分
1月16日（火）　午後1時30分～3時30分

日 時対 象

お知らせ

「サポしながわ」は、品川区がバックアップし、品川区社会福祉
協議会が運営する、概ね55歳以上の求職者のための無料
職業紹介・
相談窓口です。

～「サポしながわ」が「ハローワーク品川」と
タイアップして開催～

　この合同就職面接会の募集内容はハローワークで公開しますので、多数の高年齢者（おおむね
55歳以上）の来場が期待されます。優秀な人材募集のために、皆様のご参加お待ちしています。

しながわみやげを
新たに認定しました　！

しながわみやげパンフレット

開催日時
開催場所

：
：

◆
◆

2月15日(木) 午後1時～3時
中小企業センター3階レクリエーションホール
（東急大井町線下神明駅下車 徒歩2分）

参 加 費：◆ 無料
募集事業所：◆ 10事業所程度

申し込み締め切り：◆ 1月19日（金）まで

「高年齢者向け合同就職面接会」 参加事業所募集中！！

　2017年「しながわみやげ」として、新
たに6点の認定品を加え、パンフレット
をリニューアルしました！　しなかん
PLAZA（大井1－14－1）、中小企業セン
ター観光コーナー（西品川1－28－3）
などで配布、しながわ観光協会ホーム
ページ（www．sinakan．jp/）でも紹介
して販売促進を図っています。
※「しながわみやげ」とは産業の活性化
を図るため、観光という視点で、2つ
の部門（食品部門・非食品部門）を設
け、区が認定した商品です。

商業・ものづくり課 管理係　TEL　5498－6335問い合わせ

伝統工芸の実演伝統工芸の実演

実演者：鈴木 祐二【　江戸すだれ　】
2月9日（金）・10日（土）日時

実演者：藤山 千春【　草木染手機織物　】
3月9日（金）・10日（土）

1月21日（日） 第259回 日曜コンサート
2月18日（日） 第260回 日曜コンサート
3月18日（日） 第261回 日曜コンサート

日時

午前10時～午後4時（※午後1時～2時まで休憩）時間
中小企業センター 1階ロビー会場

午後1時30分～3時時間
中小企業センター3階レクホール会場
品川クラシック音楽協会出演

日曜コンサート

2 月15 日（木）～20 日（火）
午前 10 時～午後7 時（20 日は午後 6 時まで）

日時

地域でつながる
みんなの暮らし展
2018

交流都市地方物産展

　区内で活動する企業のCSR
活動や、NPO、消費者団体などが
自らの活動をPRするイベントです。
土日それぞれ約40団体のブースが出展
します。ぜひお立ち寄りください。

　品川区とイオンリテール株式会社との共催で、品川区が市町村
交流、災害協定、観光・産業振興などで交流している自治体を対象
に、経済の活性化、人や文化の交流、災害復興対策を促進します。
区民には全国各地の特産品を理解していただき、地方創生を推進
します。また、開催期間中に熊本地震・九州北部豪雨の災害義援金
募金を実施します。

2月24日（土）・25日（日）
午前10 時～午後 4時

日時

きゅりあん 7階イベントホール ほか会場

イオン品川シーサイド店会場

宮古市（岩手県）、福島市（福島県）、千葉市・白子町、
大多喜町・八街市（千葉県）、十日町市（新潟県）、
飯田市（長野県）、早川町（山梨県）、坂井市（福井県）、
福山市・広島市（広島県）、高知市（高知県）、
長崎市（長崎県）、熊本市（熊本県）
（平成 29 年11月 30 日現在）

出店自治体

商業・ものづくり課 消費者センター
TEL　5718－7181
品川区地域活動課 協働推進係
TEL　5742－6605

問い合わせ

　色鮮やかな浮世絵、江戸切子、和裁…。品川区の伝統工芸保存会の
職人の実演ブースが並び、品川で育まれた伝統と歴史に間近に触れ、
話を聞くこともできます。工芸だけでなく、和菓子やお茶など、伝統
の味も盛りだくさん。ぜひご来場ください。※内容は予告なく変わる場合があります

1月27日（土）・28日（日）
午前10時～午後5時（28日は午後4時30分まで）

日時

品川区・品川区伝統工芸保存会主催
きゅりあん7階イベントホール（大井町駅前）会場

参加費

無料

入場料

無料

伝統の技と味／しながわ展第２８回

◆　伝統の技（実演者）
浮世絵摺り （伊藤 太郎）
江戸切子 （川辺 勝久）
和裁 （釼持 博・高橋 紀子） 
理美容鋏製造 （新保 欽二）
東京桐箪笥 （林 正次・林 英知）
表具 （佐野 順一・佐野 文夫）
東京銀器 （関 一夫・関 勝利）
漆工芸 （田中 勝重） 
草木染手機織物
（藤山 千春・藤山 優子）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

提灯文字 （下田 洋靖）
帯仕立て （溝口 悌子）
骨董修理 （鎌田 民夫）
和竿 （大石 稔）
日本刺繍 （笹原 木実）
江戸すだれ （鈴木 祐二）
仏像彫刻 （榎本 宣道）
陶芸 （シマムラ ヒカリ）
畳 （松井 雅治）

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

◆　伝統の味
小澤商店 （お茶）
木村家 （和菓子ほか）
丸田商店 （シュウマイ） 

①
②
③

料亭　秀 （和食）
ヨシナカブレッド （パン）
小川畜産 （肉うどん）

④
⑤
⑥

◆　しながわみやげコーナー 展示・販売

◆　主なイベント内容
職人さんを知ろう ～表具～ （佐野 順一・佐野 文夫）
◆　表具師とは、書道や絵画の作品を掛け軸や額にする職人さんです。いかに
繊細な技で保護・補強し、新しい作品に蘇らせるか紹介します。

⑴

日時 両日とも、午後12時30分～

未来の名工大集合
◆　子ども参加企画です。会場にある木材片を使って自由に作品を作ってくだ
さい。作品を仕上げたお子様は、お菓子のつかみ取りができます。

　※木材がなくなってしまう場合があります。なくなり次第終了となりますのでご容赦ください。

⑶

日時 両日とも、午前10時～ 参加対象 4歳児以上

邦楽演奏
◆　品川区邦楽連盟による演奏 「春の曲」ほか

⑷

日時 午後1時30分～ 2時

その他の企画
◆　お茶席　　◆　品川職人組販売コーナー　　◆　旬の野菜・果物の販売
◆　特価100円コーナー　27日：コロッケ2個／28日：ウィンナー詰め合わせ（両日とも 正午～先着100名）など

⑸

プレゼント（両日とも）
◆　先着100名に粗品プレゼント　◆　正午～先着100名に甘酒を無料配布

⑹

申込方法 往復はがきに希望の教室内容・氏名・住所・年齢・電話番号を書いて
商業・ものづくり課 管理係（〒141－0033西品川1－28－3）まで

応募締切 1月17日（水）必着（抽選）

内 容 日 時 定員 費用
ワンポイント刺繍（桜の花びら）
（日本刺繍 笹原 木実）
ペン立て
（東京桐箪笥 林 英知）
すだれランチョンマット
（江戸すだれ 鈴木 祐二）
竹ストラップ
（和竿 大石 稔）

27日（土）
午前 10時30分～12時30分
27日（土）
午後  2時～ 4時
28日（日）
午前10時30分～12時30分
28日（日）
午後  2時～ 4時

①

②

③

④

10人

10人

10人

10人

1，000円

1，600円

700円

1，000円

ふれあい教室 （職人さん指導による実技教室）※　申し込みが必要です。⑵

しながわ産業ニュース2018年（平成30年）（ 4） 月号1

※ 古紙を配合した紙を使用しています。


