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旧暦6月の別名は水無月。
水無月の語源には諸説ありますが、
「水の無い月」ではなく、「田に水を引く月、
多くの水を必要とする月、水の月」との
意味があります。
「水の月」にちなみ、区内の水を感じる
スポットを紹介します。

月。月月。月。
ますがありあり

N0.
26水水

もくじ

品川神社の本宮の右側、赤い鳥居が
並ぶのは阿那稲

い な り

荷社下社への道。下
社にある「一粒萬倍」と彫った石に水
をたたえる一粒萬倍の御神水には、「印
鑑・銭にこの水をそそぐが吉」との案
内があります。
＊北品川3－7－15

湧き水が豊富だったこの地に、雨乞い祈願の
水神（九頭龍権現）を祀

まつ

ったのが始まり。現
在もわずかながらですが地下水が湧き出して
おり、池では金魚や鯉

こい

が元気に泳いでいます。
＊南大井5－14－9

農村地帯だった頃、農家が出
荷する野菜を洗った「洗い場」
で、現在も湧水の池として住
宅街の中に残っています。
＊西大井3－1

池の周りに設けられた道を歩いていると、こ
こが都心だということを忘れてしまいそう。緑
の葉ごしに見る池、苔

こけ

むした岩の間を流れ落
ちる滝…、深山の趣を味わえます。
＊東五反田5－4

かつて「氷川の滝」
があったとされる氷
川神社。現在も鳥居
をくぐり参道を進ん
で右、巨石を配した
断崖には、自然の湧
き水がポタポタと垂
れているのを見るこ
とができます。
＊西五反田5－6－3

池池
ここが
のの葉
ちちる
＊東

湧き水は石を伝わり、池へと注
いでいる

澄んだ水は眼病に効くとされ、
治るとお礼に池へ鯉を放つ風習があった
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品川区環境基本計画とは

「品川区環境基本計画」に基づく区の環境施策の一部を紹介します。
この機会に、環境について考え、様々な取り組みに参加しましょう。

環境教育・
環境コミュニケーション
「日常的に実践する人」を育てる

●  環境学習講座やイベントに参加し、日常生活での
実践に生かしましょう

●環境学習・体験を推進しています
環境学習講座を実施しています。本紙などで募集しています。

● E
エ コ

COフェスティバルや打ち水大作戦、
環境講演会などを実施しています

イベントを楽しみながら環境について考えませ
んか。ぜひご参加ください。

●  安心安全な空間整備のために、自転車・
自動車を利用する際は交通ルールを守
りましょう

● カラスの巣の撤去やアライグマ、
　ハクビシンの捕獲を実施しています
カラスや外来種対策として総合窓口☎3777
－1157を設置しています。

生活環境
「すこやかで快適な暮らし」を実現する

環境境境

　問い合わせ　環境課環境管理係☎5742－6949 Fax5742－6853
　　　　　　　　　　環境推進係☎5742－6755
　　　　　　　　　　指導調査係☎5742－6751

6月は環境月間です
みんなで創り育てる
      環境都市をめざして

●3
スリーアール

Ｒに取り組みましょう
Reduce（リデュース）ものを大切に使い、
Reuse（リユース）使えるものは繰り返し使い、
Recycle（リサイクル）ごみを資源として再利用
しましょう。

● 食品ロス削減対策「SHINAGAWA
　“もったいない”プロジェクト」を
　実施しています
食品を大切に扱う区内店舗を「SHINAGAWA
“もったいない”推進店」として、食品に対する
“もったいない精神”の普及を図っています。

資源循環
「持続可能な循環型都市」を実現する

環境月間にちなみ、各館で「環
境」をテーマに、本の展示・
貸し出しをします。
期間／6月30日㈯まで
問い合わせ／
品川図書館（☎3471－4667 
Fax3740－4014）

環境月間ブックフェア
図書館 テーマ
品　川 品川発エコロジー！
二　葉 身近にできるエコ活動
荏　原 エコライフをたしなむ
南大井 私たちにできるエコ
源氏前 取り組もう！地球のためにできること
ゆたか 今から始めるエコ生活
大　井 身のまわりから環境を考えよう！
五反田 地球とのつきあいかた
大　崎 エコロジカルライフ
八　潮 身近な環境を知る・考える

基本目標
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●  省エネ行動や省エネ型の機器の選択など
で、エネルギーの使用を削減しましょう

※本計画内で、簡単に取り組める“環境に優しい行動”をまと
めて掲載しています。

●  太陽光発電システムなどの設置助成や低炭
素なエネルギーを選択するための情報発信
に取り組んでいます

地球温暖化対策
「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する

基本目標

1

図書館

基本目標

2 基本目標
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自然環境
「水とみどりがつなぐまち」を実現する

● 木や草花を育て、家庭での
緑化を推進しましょう
● 緑化事業、川・運河の水質
改善を推進します

文化環境
「やすらぎとにぎわいの都市景観」を形成する
●  まちの魅力について考え、まちづくりに参加・
協力しましょう

●  地域の歴史・文化などの特性を生かしたまち
づくりを推進します

　環境課で実施している主な助成

●太陽光発電システム設置工事に対する費用の一部助成
　新規に太陽光発電システムを設置した区民・事業者に対し、1kWあたり
3万円、家庭用上限9万円、事業所用上限15万円を助成します。
　発電時に二酸化炭素の排出が伴わないため、省エネルギーになります。
日照状況にも影響されますが、停電時にも電気機器が使用でき、防災対策
にもつながります。
問い合わせ／環境管理係

●エコアクション21認証取得の助成
　エコアクション21は、事業者の方が環境配慮の取り組みを低コスト・手
間のかからない管理体制で導入することができる、環境省の策定したガイ
ドラインに基づく認証・登録制度です。
　中小企業の環境に配慮した事業活動を支援するため、初めて認証取得し
た際、対象経費の2分の1（最大20万円）を助成します。
問い合わせ／環境管理係　

●アスベスト対策助成
　建物の解体や改修工事において、アスベスト飛散防止対策を確実に行い、
健康被害の未然防止を図ります。
　建築物などのアスベスト分析調査は1棟につき上限7万円、アスベスト除
去工事は1棟につき費用の3分の2（上限200万円）を助成します。
問い合わせ／指導調査係
※他にも環境関連助成事業を行っています。詳しくは、区ホームページ⇒「環境・ま
ちづくり」⇒「環境」⇒「助成・支援」をご覧いただくか、環境課へお問い合わせく
ださい。

環境課で実施している主な助成境環環境課課で境 施実施実 してい 主る主 成助な助成成成

基本目標
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共通目標

●区民の方や事業者の方に取り組んでいただきたいこと
●区の取り組み

　環境行政にかかわる基本方針を定める計画として、めざす将来像や指針などを示
したものです。また、世界的な温暖化対策の動きに対応し、温室効果ガス排出量を、
計画終了年度の39（2027）年度までに25（2013）年度比で33％、長期目標として42
（2030）年度までに25年度比で40％削減をめざしています。
　区の将来像「みんなで創り育てる環境都市」を達成するため、5つの基本目標と、
基本目標の土台となる共通目標を定め、具体的な事例を示しています。
計画の全文は、環境課（本庁舎6階）、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、
区ホームページでご覧になれます。

●区ホームページ⇒「環境・まちづくり」⇒「環境」⇒「環境計画・
環境マネジメントシステム」⇒「品川区環境基本計画」

  

こちらからも
アクセスできます

一人ひとり
が

簡単に取り
組める行動

を

「環境保全
チェックリ

スト」とし
て

本計画にま
とめていま

す。

ぜひご活用
ください。

に
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　　　日頃から確認しておきましょう
　土のう置き場
目黒川・立会川沿いを中心として48カ所
に浸水防止用の土のうを用意していますの
で、ご利用ください。詳しくは区ホームペー
ジ・ケーブルテレビ品川データ放送をご覧
ください。

突発的な集中豪雨集中豪雨に備えましょうに備えましょう
今年も大雨の降る季節をむかえます。集中豪雨による浸水被害
を防ぐには、大雨に対する情報の収集や日頃の備えが大切です。

　問い合わせ　河川下水道課水辺の係
　　　　　　　（☎5742－6794 Fax5742－6887）

　　　浸水対策事業を進めています
区では東京都と連携して、
積極的に浸水対策事業を進
めています。既存の下水道
の排水能力を高めるための
浜川雨水排水管建設工事や
第二戸越幹線の整備を行っ
ています。

　　　助成制度を利用して備えませんか
　防水板があると安心です（事前申請が必要）
玄関や車庫の出入り口など、水が流入しやすい場所があるお宅では、防水板を設置して
おくと安心です。区では、設置費用の一部を助成しています。また、津波や高潮による
浸水被害の軽減を図るため、区内標高5m以下に立地している建物への設置は、すべて助
成対象となります。

助成費用＝個人　設置費用の4分の3
　　　　　法人　設置費用の2分の1
（品川区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）

　雨水を貯めて水資源の有効活用を（事前申請が必要）
雨水を貯めて利用することは、浸水被害の
軽減につながり、植物の水やりなどにも有
効活用できます。区では購入・設置工事費
の助成を行っています。

助成費用＝ タンク購入費と設置工事費の
　　　　　2分の1（上限5万円）

　雨水浸透ます・雨水浸透管は浸水
　被害の軽減に（事前申請が必要）
コンクリート化やアスファルト舗装など都市
化が進み、地下に浸み込まない雨水は一気に
下水道や河川に流れ込み、浸水発生の原因となります。雨水の地下浸透にご協力ください。

助成費用＝ 設置工事費の一部（上限40万円）
　　　　　詳しくはお問い合わせください

避難情報
緊急通知コール
区では、避難対象区域のうち、避難を必要とする方を対象に、電
話やメールで避難情報を受け取ることができる「避難情報緊急通
知コール」を配信しています。

　問い合わせ　防災課計画係（☎5742－6695 Fax3777－1181）

　登録対象者

目黒川のはん濫 避難対象区域のうち、1～2階部分に居住する区民ま
たは事業者

津波 避難対象区域のうち、1階部分に居住する区民または
事業者

土砂災害
（がけ崩れ警戒
区域6カ所）

避難対象区域全戸

　避難対象区域

目黒川のはん濫

西五反田1丁目の一部　西五反田2丁目の一部　西五反田3丁目の一部
西五反田4丁目の一部　西五反田5丁目の一部　西五反田7丁目の一部
大崎1丁目の一部　大崎5丁目の一部　東五反田1丁目の一部　
東五反田2丁目の一部　東五反田5丁目の一部　北品川5丁目の一部

津波 北品川1丁目の一部　北品川2丁目の一部　東品川1丁目の一部　
東大井2丁目の一部　南大井1丁目の一部

土砂災害
（がけ崩れ警戒
区域6カ所）

①上大崎1丁目5番15号（13・58・59号）　②上大崎3丁目10番21号・22号（20・
25・53・59号）　③東五反田3丁目16番23～40・46～53号　④北品川3丁目
7番15・17号（21号）　⑤北品川4丁目9番（4号）　⑥北品川5丁目11番（14
～16・18・19号） ※（　）内の住所は対象外区域もあります

　避難の方法・避難所

目黒川のはん濫
垂直避難（建物内の安全を確保できる階数に異動すること）を基本とします　
目黒川周辺の避難所：御殿山小学校　芳水小学校　
第一日野小学校　第三日野小学校　第四日野小学校　日野学園

津波 高台への避難を基本とします
土砂災害

（がけ崩れ警戒
区域6カ所）

指定避難所への避難を基本とします
①・②の区域：第三日野小学校　③の区域：日野学園
④の区域：品川学園　⑤・⑥の区域：御殿山小学校

　　

　　

　　　最新の気象情報を把握してください
　インターネット
●品川区ホームページ
品川区向けの気象情報や目黒川・立会川の水
位情報、河川監視カメラ画像などがご覧いた
だけます。詳しくは、「気象・水位情報」の「品
川の天気・水位」「品川の天気・雨量・水位情報」
をご覧ください。

　　　

目黒川 立会川目黒川 立会川

▲浜川雨水排水管見学会の様子▲浜川雨水排水管（29年度完成）
（直径：約2.8m、延長：約750m）

浸透ます
浸透トレンチ

雨水利用タンク

雨水ますや側溝に
物を置かないで
ください

ご協力を
お願いします

登録を希望する方は、防災課計画係（第二庁舎4階☎5742－6695 
Fax3777－1181）へお問い合わせください。

6月は浸水対策強化月間です6月は浸水対策強化月間です
東京都下水道局では、6月を浸水対策強化月間と定め、下水道施設の点検を行ってい
ます。浸水への備えをお願いします。
問い合わせ／南部下水道事務所品川出張所☎3495－0351

7）

●東京都下水道局ホームページ
「東京アメッシュ」は5分間隔でデータを更新し、
リアルタイムで雨の降っている地域・強さをわ
かりやすく示しています。
http://tokyo-ame.jwa.or.jp/　
※携帯電話からもご覧いただけます。

　ケーブルテレビ品川
●品川区民チャンネル（11チャンネル）
大雨警報、洪水警報が発表されると、ケーブル
テレビ品川「区民チャンネル」に最新の気象情
報と目黒川・立会川の水位情報が表示されます。

雨水ますや側溝
周辺の清掃に

ご協力をお願いします

※詳しくは区ホームページ「防災・くらしの安全」→「防災」→「避難情報緊
急通知コール」をご覧ください。

約2.8m約2.8m
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　8～11月の募集総合体育館コース型プログラム
対象／16歳以上の方（抽選）
※No.1～4・10・11・20・21・24・
25・28～30・37～39・45・48・
49・53・54・60は除く。
会場・申込方法／6月14日㈭（必
着）までに、往復はがき（1コー
ス1枚）でコース、No.、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号、
性別、区内在勤か在学の方は会社
名・学校名と所在地・電話番号、
No.1～4・10・11・20・21・24・
25・28～30・37～39・45・48・
49・53・54はお子さんの氏名（ふ
りがな）・生年月日（月年齢）を総
合体育館（〠141－0022東五反田
2－11－2）へ
問い合わせ／同館（☎3449－
4400 Fax3449－4401）
※No.1～4・16・24・25・45は大人1
人・子ども１人で1組。年齢は7月31日
現在。
※区内在住・在勤・在学の方を優先
し抽選。　
※申請者以外は入室不可（託児なし）。
※コース変更・振り替え・返金は不可。
※定員に満たないクラスや、満員の
クラスでキャンセルが出た場合は、
6月23日㈯午前10時から受け付け
（先着。初日は電話受付のみ）。

各コース1時間　※No.56は1時間30分。

コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員

親子
体操

「さくら」（2歳6カ月～3歳） 1

月

9:45

各6,000円

各
10回

各
30組

「なでしこ」（1歳4カ月～2歳） 2 11:00
「たんぽぽ」（8カ月～1歳4カ月） 3 12:15
「すみれ」（0歳） 4 13:30

やさしいヨーガ 5 9:30 7,000円 各
20人脂肪燃焼ステップ&筋トレ 6 10:45 各6,000円ボディバランス（姿勢調整） 7 12:00 15人

はじめてのヨーガ 8 13:15 7,000円

各
20人

はじめてのバレエ 9 14:30
各6,000円こども

バレエ
「キューピット1組」（4～6歳） 10 16:00
「フェアリー」（小学生） 11 17:10

ヨーガ入門 12 19:00 各7,000円骨盤調整ヨーガ 13 20:10 15人
ピラティスストレッチ 14

火

9:30

各8,400円

各
14回

各
25人ピラティス入門 15 10:45

ママのピラティス（0歳） 16 12:05 20組
やさしい太極拳 17 13:30 30人
代謝を上げて脂肪を落とす教室 18 11:00 7,000円 各

20人やさしい筋トレとストレッチ 19 13:30 8,400円
こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 20 15:35 各7,000円 各

15人こども運動教室「ペガサス」（5・6歳＊） 21 16:45
フラメンコ入門 22 19:00

各8,400円
ボディパンプ（バーベルで筋トレ） 23 20:15 20人
親子
体操

「ひまわり」（2・3歳） 24

水

10:00 各
20組「ちゅーりっぷ」（1歳） 25 11:20

ピラティス入門 26 12:50

各
20人

ヨーガ入門 27 14:00 9,800円

こども
バレエ

「キューピット2組」（4~6歳）28 15:15
各8,400円「キューピット3組」（4~6歳）29 16:30

「エンジェル」（小1～4） 30 17:40

コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員
ボディバランス（姿勢調整） 31 水 19:00

各8,400円

各
14回

各
20人ジャズダンス入門 32 20:15

少し慣れたピラティス 33

木

9:30 各
30人ピラティス入門 34 10:45

ヨーガ入門 35 11:00 9,800円 各
20人腰痛肩こり改善体操 36 12:15

各7,000円こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 37 15:30
各
15人ダンス☆キッズ☆ダンス（小1～4） 38 16:40

ダンス☆ジュニア☆ダンス（小3～中学生） 39 17:45
やさしいピラティス 40 19:00

各8,400円

各
20人少し慣れたピラティス 41 20:15

金曜朝の太極拳 42

金

9:30 25人
ピラティス入門 43 10:45 30人
金曜朝のやさしいヨーガ 44 9:30 9,800円 20人
親子体操「もも」（1歳5カ月～2歳5カ月） 45 10:45

各8,400円
20組

やさしいフラダンス 46 12:00 25人
少し慣れたフラダンス 47 13:05 20人
こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 48 15:35 各7,000円 各

15人こども運動教室「ペガサス」（5・6歳＊） 49 16:45
タヒチアンダンス 50 20:15 9,800円
バレエストレッチ&エクササイズ 51

土

9:25

各8,400円

各
25人朝の少し慣れたバレエ 52 10:30

モダンバレエ・キッズ（5歳～小2） 53 15:20 20人
モダンバレエ・ジュニア（小・中学生） 54 16:30 15人
夜の少し慣れたバレエ 55 17:45

各
20人

バレエ（ポアントに挑戦）（バレエ経験者） 56 19:00 9,000円 10回
メタボ対策！運動不足解消教室 57

日

9:30 7,000円
各
14回

ボディパンプ（朝の筋トレ） 58 10:45 8,400円
日曜午後の運動不足解消教室 59 15:45 7,000円 各

15人ヒップホップ入門（中学生以上） 60 17:00 8,400円

不燃化特区支援制度 ●不燃化特区とは
木造住宅密集地域（木密地域）のう
ち、地震時の危険度が高いなど特に
重点的・集中的に改善を図るべき地
区として、区からの提案に基づき都
が指定する地区

●不燃化特区〈9地区〉
❶ 東中延1・2丁目、中延2・3丁目地区
❷ 補助29号線沿道地区
❸ 豊町4・5・6丁目、二葉3・4丁目及び西大井6丁目地区
❹ 旗の台4丁目、中延5丁目地区
❺ 戸越2・4・5・6丁目地区
❻ 西品川2・3丁目地区
❼ 大井5・7丁目、西大井2・3・4丁目地区
❽ 放射2号線沿道地区
❾ 補助28号線沿道地区

　区では、都の進める「木密地域不燃化10年プロジェクト」に基づき、地域の防災性や住環境
を向上させる支援制度を実施しています。
　今後も引き続き、燃え広がらない・燃えないまちづくり（不燃化）を推進していきます。

　　　　　　　問い合わせ／木密整備推進課木密整備担当（本庁舎6階☎5742－6925 Fax5742－6756）

井6丁目地区

925 Fax5742－6756）
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32（2020）年度までの期限付きの制度です

●助成の対象となる方
不燃化特区内で平成17年3月31日以前に建築さ
れた木造建築物（耐火・準耐火建築物を除く）
をお持ちの方
※昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨
造建築物をお持ちの方も対象になる場合があり
ます。
※中小企業が実施する工事も対象になる場合が
あります。

●助成内容
  解体除却費用（25年度より実施）
助成対象建築物および付随する工作物の解体除却費用を助成します。

対象／助成対象建築物の所有権を有する個人ほか
助成額／1m2あたり26,000円
（上限13,000,000円）

  除却に伴う引っ越しにかかる費用（28年度より実施）
住み替えなどに必要となる転居一時金・移転費用・家賃を助成します。

対象／除却される老朽木造建物を28年5月31日
以前から継続して使用している建物所有者か賃
借人（個人）
助成額／建築物の面積により異なります

  耐火・準耐火建築物にするための費用（28年度より実施）
老朽建築物を解体し、不燃構造化するために必要な費用を助成します。

対象／品川区の除却支援制度を利用して老朽建
築物を除却した方
助成額／対象床面積により異なります

●累計助成件数………329件（25～29年度）
●平均助成金額………約250万円

●累計助成件数………147件（28・29年度）
●平均助成金額………約38万円

●累計助成件数………95件（28・29年度）
●平均助成金額………約348万円

不燃化特区支援制度　助成金額算出例

除却対象の建築物の使用面積により上限額が決まります
80m2の場合（建物所有者が対象のケース）
・転居一時金（礼金・仲介手数料・権利金）420,000円
・移転費用　往路：160,000円、復路：160,000円
・家賃（最大3カ月分）420,000円

新たに建てる建築物の対象床面積に応じて
助成金額が決まります
100m2の場合
・建築設計費・工事監理費　1,416,000円
・工事費など　1,510,000円

合計
最大6,166,000円

1m2あたり26,000円が
助成金上限となります
80m2×26,000円

＝2,080,000円

2. 住み替え支援 3. 不燃構造化支援1. 除却支援

80m2の木造老朽建築物を除却し、100m2の準耐火建築物を建てる場合

+ + =

＊は就学前のお子さんが対象のコース
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対象／15歳以上の方（抽選）　※No.11～17・121～188は除く。
会場・申込方法・問い合わせ／6月10日㈰午後5時（必着）までに、往復はがき（1コース1枚）で
コース、No.、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、区内在勤か在学の方は会社名・学校名
と所在地・電話番号、No.11～17・121～188はお子さんの氏名（ふりがな）・生年月日を、No.1～
39は荏原健康センター、No.51～359は品川健康センターへ

荏原健康センター（〠142－0063荏原2－9－6☎3788－7017 Fax3788－7052）（全13～18回）

8～11月の募集健康センターコース型プログラム

コース No. 曜日 開始時間 定員
かんたんエアロ60 1 月   9:15 35人
ストレス解消！のびのび体操 2 12:30 30人

中高年の健康運動　★ 3 水 14:25

各
35人

4 木 16:00
朝の健康体操 5

金
  9:15

肩こり・腰痛解消体操 6 11:35

脂肪燃焼エアロ60　　 　（初中級）　　　　　　　　　　     （初級）
7 15:30
8 月 19:45

ステップシェイプ＆ストレッチ 9 11:20 各
30人ステップ＆スーパー引き締め 10 水 10:10

キッズダンス（５～8歳）　★ 11 月 16:45
各
20人

12 水 17:00

ジュニアダンス（8～12歳）　★ 13 月 17:55
14 木 17:15

 （1歳） 15 金 12:55
各
20組親子で頑張ろう （2歳） 16 土 12:10

 （3～5歳11カ月） 17 13:20
グループパワー（バーベル筋トレ） 18 水 19:50 26人
グループセンタジー（ヨガ＆ピラティス）19 月 13:40 30人
ボクシングフィットネス入門 20 火 19:45 35人

コース No. 曜日 開始時間 定員
ボクシングフィットネス 21 木 19:45

各
35人

はじめてHIPHOP 22 日 10:30

はじめてフラダンス
23 火 13:55
24 木 12:30
25 金 17:05

ステップアップフラダンス 26
火
12:45

はじめて太極拳 27 15:05
ステップアップ太極拳 28 16:15
かんたんピラティス 29 水 15:40

ピラティス 30 木 18:30
31 土 15:40

骨盤調整エクササイズ 32
木
14:45

リフレッシュヨーガ　★

33 9:15
34 11:20
35
金
10:25

36 14:15
37 18:30
38 日 12:45

アロマヨーガ 39 土 19:45

［品川健康センター］

各コース1時間　※No.96～99は1時間15分。

※No.15～17・121～152は親1人子ども1人で1組。  
※No.11～17・121～188の月齢・年齢は7月31日現在。
※区内在住・在勤・在学の方を優先し抽選。  ※申
請者以外は入室不可（託児なし）。 ※入金後のコー
スの変更・譲渡・振り替え・返金は不可。  ※定員
に満たないコースは、7月8日㈰午前9時から受け付け
（先着。初日は電話受付のみ）。  ※申込人数が少な
いコースは閉講する場合があります。

［荏原健康センター］
No. 費用

1、2、8、9、11、13 各6,500円
16、17 各7,500円
19 7,800円
3、5～7、10、12、15 各8,500円
4、14、22、31、38、39 各9,000円
20、23、26～28 各9,600円
18、25、29、35～37 各10,200円
21、24、30、32～34 各10,800円

★は同一種目内で1人1通。

コース No. 曜日 開始時間 定員

体
操
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

かんたんエアロ 51 水 13:15 40人
シェイプ＆ストレッチ 52 20:00 35人
モーニングストレッチ 53 火 9:30 25人
健康リズム体操 54 13:15 35人
はじめて健康体操 55 木 15:45

各
25人

ロコモ予防体操 56 水 10:45
57 金 9:45

肩こり・腰痛解消教室　★ 58 月 10:4559 木

筋肉トレーニング（初級）　★ 60 日 9:15
61 10:25

身体メンテナンス 62 月 12:30
63 木 18:45

インナービューティー骨盤ケア 64 10:45
ボクシングフィットネス 65 土 19:30 45人
グループパワー 66 日 13:20 35人

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

骨盤ストレッチ 71 火 19:00 20人
やさしい一楽庵太極拳 72 水 9:45 40人
はじめて太極拳 73 火 10:45 35人

やさしい気功 74 月 9:30 40人
75 火 13:15 25人

リフレッシュヨーガ　★

76 11:15 各
27人77 水 9:15

78 19:50
79 木 20:00 各

50人80 金 9:50
81 20:00

各
27人

82 土 14:15
83 18:30

アロマヨーガ 84 木 20:00
骨盤調整＆バレエストレッチ 85 水 14:30

各
25人ピラティス

86 月 11:15
87 水 12:00
88 18:50
89 木 12:00

骨盤調整ピラティス 90 月 20:00

バ
レ
エ

はじめてクラシックバレエ 96 火 18:50 各
40人 （初級）クラシックバレエ

 （初中級）

97 金 11:10
98 土 12:30
99 17:00 各

20人

ダ
ン
ス

はじめてフラダンス
100 月 15:45
101 火 19:50 22人
102 金 14:30

各
20人

ステップアップフラダンス 103 月
104 火 18:40

フィットネスフラダンス 105 土 16:00
はじめてタップダンス 106 水 18:40
フラメンコ入門 107 月 19:30
フラメンコ初級 108 木 19:00

ベリーダンス 109 金 20:00 各
21人110 土 14:00

はじめてジャズダンス 111 月 20:45 各
20人はじめてHOUSE 112 火 20:15ボリウッドダンス 113 水

コース No. 曜日 開始時間 定員

親
子
（
親
１
人
・
子
１
人
で
１
組
）

親子ヨーガ
（2カ月～1歳５カ月）　★

121 月 13:45

各
21組

122 火 10:00
123 木 9:30

すくすく親子のベビーマッサージ
（1カ月半～12カ月） 124 金 10:40

ベビーマッサージ＆ママケアストレッチ
（1カ月半～12カ月）　★

125 木 15:40
126 金 13:00

赤ちゃん親子・ママビューティー　★
 （1カ月半～11カ月）

127 月 12:00
各
20組

128 火 13:10129 水
130 木 14:30

赤ちゃん親子・産後ビューティー（1カ月半～7カ月）131 水 12:00 各
30組

ママとベビーのフィットリトミック ★
（8カ月～１歳６カ月）　　　　　 

132 火
133 水 14:20 各

20組134 木 13:15
135 金 11:50

よちよち親子・ママビューティー　★
（1～２歳６カ月）

136 月 13:15

各
21組

137 水 12:00138 木
139 金 9:30

わんぱく親子・ママビューティー　★（2～5歳11カ月）
140 火 11:45
141 水 10:30

わんぱく親子・体操名人（2～5歳11カ月）142 木 12:00 30組
わんぱく親子・元気家族
（2～5歳11カ月）

143 日 9:45 各
20組144

土

11:20

よちよち親子・元気パパ（1～3歳11カ月）
★

145 10:00

各
21組

146 11:45

わんぱく親子・元気パパ（3～7歳11カ月） 147 9:15
148 13:00

親子・ （1～3歳11カ月）
元気ファミリー　　 （4～6歳11カ月）

149 日 11:00
150 12:10

ママダンス with ベビー （1～3歳11カ月）151 月 10:00
親子で楽しく！フラダンス （3～12歳11カ月）152 土 12:35 23組

子
ど
も
体
操

ヒヨコ（3～4歳11カ月）

★

156 月

14:30

22人
157 火 各

16人158 木
159 金

ウサギ（5～6歳11カ月）
160 月 15:45 25人161 火 18人
162 金 15:50 各

25人タイガー（小1～3） 163 月

17:00164 木 各
16人パンダ（小1～6） 165 火

166 金 25人
キッズビート体操（3歳5カ月～6歳11カ月）167 水 15:40 45人

キッズ空手（新極真会）（4歳～小6）★ 168
木
16:00 各

28人169 17:15

子
ど
も
ダ
ン
ス

キッズダンス～ポップ＆キュート～（4～8歳11カ月）170 17:00

各
20人

　　　　　　　　　 （4～8歳11カ月）
キッズダンス　　　  （小2～中3）

171 月 16:55
172 18:10

  　　　　　　　　  （小1～6） 173 金 17:45
ジュニアビートフィットネス（小1～6） 174 水 16:55
　　　　　　　　　 （3歳6カ月～5歳11カ月）175 月 15:55
　　　　　　       　（5歳～小2） 176 17:10キッズチア　★　  　（4～6歳11カ月）177 水 15:30
 　　　　　　　　　（小1～4） 178 16:45
キッズアイドルダンス（4～6歳11カ月）179 火 16:30

品川健康センター（〠140－0001北品川3－11－22☎5782－8507 Fax5782－8506）（全16回、月・土曜日は全14回）
コース No. 曜日 開始時間 定員

子
ど
も
バ
レ
エ　

★

チューリップ（3歳6カ月～6歳11カ月）180

金

12:35 20人
181 14:40 25人

 （5歳6カ月～小1） 182 15:50 各
20人スイートピー （小2～中3） 183 17:00

プチローズ（3歳6カ月～6歳11カ月） 184 火 15:45 各
25人ローズ（小3～中3） 185 17:00

プチローズ（5歳～小1） 186 水 15:45 20人
ローズ（小1～3） 187 16:55 25人
プチローズ（5歳6カ月～小1） 188 土 15:30 20人

初　級 201

月

10:00

初中級 202 11:00
203 19:00

上　級 204 20:00
初　級 205 21:00
初心者 206

火

10:00
初　級 207 11:00
初中級 208 12:00
初　級 209 13:00
初中級 210 14:00
中　級 211 15:00
初中級 212 18:00
中　級 213 19:00
初中級 214 20:00
中　級 215 21:00
初　級 216

水

18:00
初心者 217 19:00
初中級 218 20:00
初　級 219 21:00
初　級 220

木
11:00

初中級 221 12:00
初　級 222 14:00

ス
カ
ッ
シ
ュ　

★　
（
定
員
は
各
６
人
）

コース No. 曜日 開始時間 コース No. 曜日 開始時間
初中級 223

木

15:00
224 18:00

初　級 225 19:00
初心者 226 20:00
初中級 227 21:00

初　級
228

金

18:00
229 19:00
230 20:00

初心者 231 21:00
初　級 232

土

10:00
初心者 233 11:00
中　級 234 12:00
初中級 235 13:00
初　級 236 15:00
初心者 237 16:00
初中級 238 17:00
初　級 239

日

10:00
初中級 240 11:00
初心者 241 12:00
初中級 242 13:00
初　級 243 15:00
初中級 244 16:00
初　級 245 17:00

301

月

14:00
302◆ 16:00
303 18:00
304 19:00
305 20:00
306 21:00
307

火

  9:30
308 10:30
309 11:30
310 13:00
311 14:00
312 16:00
313 18:00
314 19:00
315 20:00
316 21:00
317

水

  9:30
318 10:30
319 13:00
320 14:00

ゴ
ル
フ　

★　
（
定
員
は
各
10
人
）

コース No. 曜日 開始時間
321

水

16:00
322 18:00
323 19:00
324 20:00
325 21:00
326◆

木

  9:30
327 10:30
328 11:30
329 14:00
330 16:00
331 18:00
332 19:00
333 20:00
334 21:00
335

金

  9:30
336 10:30
337◆ 11:30
338 14:00
339 15:00
340 16:00

341

金

18:00
342 19:00
343 20:00
344 21:00
345

土

  9:30
346 10:30
347 11:30
348 12:30
349 14:30
350 15:30
351 16:30
352 18:00
353 19:00
354 20:00
355

日

  9:10
356 10:10
357 11:10
358 12:40
359 13:40

No. 曜日 開始時間 No. 曜日 開始時間
 ◆は中上級者向けの実践クラス

※ shinagawa.esforta.jp/からも申し込めます（1次募集のみ）。

No. 費用
156、160、163、171、172、175、
176、188 各7,000円
157～159、161、162、164～170、
173、174、177～187 各8,000円
58、62、121、127、136、144
～148、151、152 各8,400円
51～57、59～61、63、64、
122～126、128～135、137～
143、149、150

各9,600円

65、74、82、83 各9,800円
71～73、75～81、86、90 各11,200円
66、84、85、87～89 各12,800円
98～100、103、105、107、110、
111、301～306、345～354 各14,000円
96、97、101、102、104、106、
108、109、112、113、
307～344、355～359

各16,000円

201～205、232～238 各16,800円
206～231、239～245 各19,200円

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）

No.2

東京2020オリンピックまで784784日、パラリンピックまで816816日です 6月1日
現在

熱血精神のユリカ
モメ（品川区の鳥）。
カモーン！が口癖。

ビーチで育ったネ
ズミ。体重はビー
チバレーボール3
個分。

勝利を導くヤタガ
ラスにあこがれる
妖怪・猫又。しっ
ぽが３本！？

　区では、東京2020オリンピック・パラリンピックの
競技のうちホッケー、ビーチバレーボール、ブラインド
サッカーの3競技を応援しています。
　ホッケーとビーチバレーボールは、ともに区内開催競

技。ブラインドサッカーは、28年4月に日本ブライン
ドサッカー協会とパートナーシップ協定を締結し、
様々な事業を展開しています。
　この3つの競技を応援するため、品川区3競技応援
キャラクターが公募により、28年11月に誕生しまし
た。その名も「シナカモン」「ビーチュウ」「やたたま」。
皆さんとともに3競技を応援し、盛り上げていくこと
が、彼らの使命です。3競技に関することや、オリン
ピック・パラリンピックに関する区の取り組みなどを
彼らと一緒に紹介していきます。

品川区3競技応援キャラクターを
紹介します！

品川区ホッケー
応援キャラクター

品川区ビーチバレーボール
応援キャラクター

品川区ブラインドサッカー
応援キャラクター
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　親子で楽しく防災体験をしよう！

　ひとりで着られた！親子でお出かけ！
　「夏本番前の親子ゆかた着付け教室」

　集まれ！カンフーキッズ

　夏、直前！親子で楽しむ外遊び講座

　親子ボウリング教室

　親子カンフー教室

　新体操教室

　鉄棒教室～逆上がりをマスターしよう～

日6月10日㈰・17日㈰、7月8日㈰ 午前10時～11時40分
内「水消火器で的当てゲーム」「ペットボトルでランタ
ン作り」「簡易担架レース」など
※開催日ごとに内容が異なります。詳しくは、しながわ
防災体験館にお問い合わせください。
人小学生までのお子さんと保護者各10組20人（先着）
※参加したお子さんに防災啓発品をプレゼントします。
場申各日2日前までに、電話か直接しながわ防災体験館
（第二庁舎2階☎5742－9098）へ
問防災課啓発・支援係
（☎5742－6696 Fax3777－1181）

日7月7日㈯ 午後2時～4時
講師／横山マキ子（装道礼法きもの学院公認礼法講師）
人3歳以上のお子さんと母親12組24人（抽選）
※中学生以上は、ひとりでの参加も可。
￥中学生以上2,000円、小学生以下1,000円
持ち物／大人（中学生以上）＝ゆかた・半幅帯・腰ひも
2・3本・伊

だ

達
て

締
じ

め・肌
はだ

襦
じゅ

袢
ばん

・裾
すそ

除
よ

け（和装用下着）・タ
オル2・3枚、子ども＝ゆかた・へこ帯・シャツ
場申問6月22日㈮（必着）までに、はがきかFAX、Eメール
で住所、氏名、電話番号、お子さんの氏名・年齢をスクエア
荏原（〠142－0063荏原4－5－28☎5788－5321 Fax5788
－5322 sqebara@shinagawa-culture.or.jp）へ

　第68回品川区民スポーツ大会（夏季）
　ジュニアテニス大会（硬式）

日7月21日㈯＝女子シングルス
23日㈪・24日㈫＝男子シングルス
25日㈬＝男女各ダブルス
26日㈭＝各種目準決勝・決勝
※受付午前8時45分～9時、試合開始午前9時10分。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
種目／小学4～6年生の部、中学生の部
￥シングルス300円、ダブルス500円
申問7月5日㈭までに、費用を持ってスポーツ協会へ

日8月4日㈯ 午後3時30分～5時 
※受け付けは午後3時から。
人小学生15人（先着）　￥500円
主催／品川区武術太極拳連盟
場参問当日、動きやすい服装で上履き・飲み物・費用
を持って、直接総合体育館へ

キャンプでも普段でも使える“外遊び”を楽しみなが
ら親子で学べます。
日7月8日㈰ 午前10時～午後3時
場みなとが丘ふ頭公園（八潮3）　人40人（抽選）
￥1,000円、3歳～小学生500円（昼食代・おやつ代・
保険料込）
申問6月12日㈫（必着）までに、はがきかFAXに「外
遊び講座」とし、代表者の住所・氏名・電話番号・Eメー
ルアドレス、参加者全員の氏名・年齢をスポーツ協会へ

　小学生8種目スポーツ体験教室（7～9月）

様々なスポーツを体験して、スポーツの楽しさや得意
な種目を見つけよう。

日時（全8回） 競技種目 会場
7/21㈯ 15:00 ～17:00 卓球

総合体育館

7/28㈯ 15:00 ～17:00 バドミントン

8/4㈯ 15:00 ～17:00 剣道

8/18㈯ 15:00 ～17:00 ソフトテニス

8/25㈯ 15:00 ～17:00 柔道

9/1㈯ 15:00 ～17:00 空手道

9/8㈯ 14:00 ～16:00 野球 天王洲公園野球場
（東品川2－6－23）

9/15㈯ 14:00 ～16:00 サッカー しながわ中央公園
（区役所前）

人全種目参加できる小学1～4年生30人（抽選）
￥4,000円（保険料込）
申問6月25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、学校名、学年、
保護者氏名、電話番号をスポーツ協会へ

日7月21日㈯ 午前10時30分～正午
場品川プリンスホテル（港区高輪4－10－30）
講師／上原正雄（プロボウラー）
人小学3年生～中学生と保護者20組（抽選）　
※1組3人まで。祖父母可。
￥1人1,000円（ゲーム代・靴代込）
申問6月18日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、
保護者の住所・氏名（ふりがな）・電話番号、お子さん
の氏名（ふりがな）・学校名・学年をスポーツ協会へ

日7月21日㈯・28日㈯ 午後3時30分～5時（全2回）　
※受け付けは午後3時から。
人小学生と保護者15組（先着）
￥1人1,000円　主催／品川区武術太極拳連盟
場参問7月21日㈯に、動きやすい服装で上履き・飲み物・
費用を持って、直接総合体育館へ

日7月24日～8月16日の火・木曜日
午後1時30分～2時30分（全8回）
場総合体育館
人5歳～小学4年生30人（抽選）　￥3,000円
申問6月28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、保護者氏名、電話
番号、幼稚園・保育園・学校名、学年をスポーツ協会へ

キッズクラブ
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　夏季ジュニアゴルフ教室（初心者・初級者向け）

コース 対象 日時（全8回） 費用 定員
（抽選） 会場

JA
小・中学生

7/12 ～8/30 木 17:30 ～18:30 各
16,800円 各6人 加藤農園ゴルフリンクス

（大田区新蒲田3－12－2）JB 7/13 ～8/31 金 18:45 ～19:45

※費用は、貸しクラブ・ボール代込。
申問6月13日㈬（必着）までに、往復はがきで教室名、コース、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、学校名、学年、ゴルフ経験の有無をスポーツ協会へ

夏季ジュニアゴ

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

「家庭の日」です
毎月第一日曜日は

家庭は、子どもにとって憩いの場所
心のよりどころ　豊かな心を育む大切なところです

日7月24日㈫・26日㈭・31日㈫、8月2日㈭（全4回）
①午後3時30分～4時20分②午後4時30分～5時20分
場総合体育館
人小学1～3年生各20人（抽選）　￥各4,000円
申問6月17日㈰（必着）までに、往復はがきで教室名、
番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、保護者氏
名、電話番号、学校名、学年をスポーツ協会へ

日時／8月4日㈯ ①午後3時開演、②午後7時開演
8月5日㈰ ③午後1時開演、④午後5時開演 　※開場は30分前。 
会場／スクエア荏原ひらつかホール（荏原4－5－28）
出演／東貴博、はなわ、伊藤寧々、高橋健介、ハマカーンほか
〈日替わりゲスト〉①古坂大魔王 ②友近 ③児嶋一哉（アンジャッシュ） 
④土田晃之
料金／前売り券5,000円、当日券5,500円（全席指定）
発売開始／6月5日㈫

夏の恒例、ファイヤーヒップスが今年は10周年。
東MAXの父、東八郎が32年前に上演した「う
たかたの金貨」が生まれ変わって復活。どんな
楽しい舞台になるのか乞うご期待。

ファイヤー ヒップス

東MAXプロデュース FIRE HIP’S10周年記念公演

うたかたの金
コ イ ン

貨 R
リ ボ ー ン

EBORN!

広告掲載号／8～11月の
21日号
費用／1回45,000円（縦
4.4×横7.7cm）から
申込方法・問い合わせ／
6月22日㈮（必着）までに、
広報広聴課で配付する申
込書と原稿の見本を同課
（〠140－8715品川区役
所本庁舎5階☎5742－
6644 Fax5742－6870）
へ郵送かFAX、持参

区広報紙に
広告を掲載
しませんか
第2期分（8～11月）

募集

スクエア荏原の催し

※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。 ※託児はありません。共

通

　窓口販売　午前9時から＝スクエア荏原・きゅりあん・メイプルセンター
　　　　　　午前10時から＝Ｏ美術館（初日のみ午前9時から）・しながわ観光協会
　電話予約　午前9時から（初日のみ午前10時から）＝チケットセンターキュリア
　インターネット予約　午前9時から＝http://www.shinagawa-culture.or.jp/

問い合わせ　チケットセンターC
キ ュ リ ア

URIA
　　　　　　（☎5479－4140 Fax5479－4160）

日時／9月15日㈯ 午後2時開演
（午後1時開場）
会場／スクエア荏原ひらつかホール
（荏原4－5－28）
料金／1,000円（全席指定）
発売開始／6月8日㈮

T's  color  +
いにしえのおと  あしたへみやび
～箏

こと

と雅楽の和の調べ　～

ティーズ      カラー       プラス

区内在住の箏曲演奏家・丸田美紀が在籍する和楽器ユニット
がお届けする、和洋古今の音の世界をお楽しみください。

箏・笙
しょう

・篳
ひち

篥
りき

の演奏体験もあります！
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　民踊講習会～皆で楽しく踊ろう！～
日6月23日㈯ 午後6時～8時
曲目／大漁喰い込み（宮城県）、りんご節（青森県）、
水沢ざっつあか（岩手県）
￥540円
場参問当日、踊りやすい服装で上靴を持って、直接戸
越体育館へ

　第68回品川区民スポーツ大会（夏季）
　第17回スローピッチソフトボール大会
日7月1日～29日の日曜日
場品川南ふ頭公園野球場（東品川5－8－4）
内7回戦、トーナメント戦
人区内在住か在勤で、18歳以上で構成する20チーム
（抽選）　※1チーム10～15人。
￥1チーム3,000円
申問6月14日㈭（必着）までに、はがきかFAXに「ソフ
トボール大会」とし、チーム名、代表者の住所・氏名・
電話番号をスポーツ協会へ　
※代表者会議は6月24日㈰ 午後1時30分から、八潮地
域センター（八潮5－10－27）。

　第2回バドミントン大会
日7月1日㈰ 午前9時から
場総合体育館
内クラス別シングルス戦、年齢別ダブルス戦（男子
＝40代・50代、女子＝30代、40代A・B、50代A・B）
￥1人2,200円、協会登録者1,500円
主催／品川区バドミントン協会
申問6月13日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　少林寺拳法初心者教室
日7月7日～9月29日の土曜日午後6時～7時45分
人小学生以上の方20人（先着）
￥6,000円
主催／品川区少林寺拳法連盟
場参問7月7日㈯に、費用を持って、直接戸越体育館へ

　第1回ユニバーサルスポーツフェスタ
子どもも大人も、障害のある方もない方も楽しめる
スポーツフェスタです。
日6月30日㈯ 午後1時30分～4時30分
内トランポリン、カローリング、ストラックアウト、
車いすスラロームなど
￥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

　スポーツ講習会「ファイトネス」
フィットネスと格闘技を融合した、気軽にどなたでも
楽しめるトレーニングプログラムです。
日7月7日㈯ 午前9時30分～11時
場総合体育館
講師／大山峻護（元総合格闘家）
人16歳以上の方30人（抽選）
￥530円（保険料込）
申問6月18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、電話番号をスポー
ツ協会へ

　バスケットボールフェスタ
バスケットボール社会人地域リーグ戦を総合体育館
で開催します。あわせて中学生バスケットボールク
リニックを行います。
日7月8日㈰
場総合体育館
主催／品川区バスケットボール連盟
●中学生バスケットボールクリニック
時間／午前9時～正午　※午後は試合観戦。
内社会人地域リーグのコーチ・選手によるクリニック
人中学生40人（抽選）　
※昼食は各自用意。
申6月20日㈬（必着）までに、往復はがきかFAXに「中
学生バスケットボール教室」とし、参加者全員の住所・
氏名（ふりがな）・年齢・学校名・学年、保護者氏名、
電話番号をスポーツ協会へ  ※グループ申し込みも可。
●バスケットボール社会人地域リーグ戦
どなたでも観戦できます。
時間／午後1時から
出場チーム（予定）／黒田電気、富士通、新生紙パル
プ商事、日立金属、日本無線、曙ブレーキ工業、RBC
東京
問スポーツ協会

　陸上競技初心者審判講習会
日7月11日㈬ 午後7時～8時
場総合体育館
人大会などの役員として協力できる18歳以上の方
￥1,000円　
主催／品川区陸上競技協会
申問6月28日㈭（必着）までに、はがきかFAXで講習
会名、住所、氏名、年齢、電話・FAX番号、簡単なスポー
ツ歴をスポーツ協会へ

　第70回品川区前期リーグ戦卓球大会
日男子＝7月15日㈰、女子＝7月16日㈷ 
午前9時15分試合開始
場総合体育館
種目／男子・女子団体戦（1～6部）
試合方法／3シングルス2ダブルス
人4人以上で構成するチーム
￥1チーム4,800円、連盟加盟チーム4,000円、中高生
2,000円
主催／品川区卓球連盟
申問6月26日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　ファミリーキャンプ
キャンプがはじめてでも道具がなくても、家族で楽し
めます。
日8月3日㈮～5日㈰（総合体育館午前9時集合・午
後4時頃解散、2泊3日、往復バス）
説明会／7月14日㈯ 午後6時から総合体育館
場ひだまりの里（神奈川県山北町）
人40人（抽選）
￥14,000円、3歳～中学生8,000円、3歳未満2,000円
申問6月29日㈮（必着）までに、はがきかFAXに「ファ
ミリーキャンプ」とし、参加者全員の住所・氏名・
年齢、電話番号、Eメールアドレスをスポーツ協会
へ

●スポーツ推進課  
地域スポーツ推進係（第二庁舎6階）
☎5742－6838　Fax5742－6585

●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 　

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

土・日曜日、
祝日は
午後5時まで

スポーツ協会は6月18日㈪はお休みです

レッツ スポーツ

コース 対象 日時（1回1時間全8回） 費用 定員
（抽選） 会場

A

初級者

7/29～10/7 日 19:40

各
19,000円

各
10人

馬込ゴルフガーデン
（大田区北馬込1－30－4）

B 7/30～10/8 月 13:00
C 14:15
D 7/31～10/9 火 17:15
E
初心者
初級者
中級者

7/9～8/27 月 16:15
F 18:45

各
6人

加藤農園ゴルフリンクス
（大田区新蒲田3－12－2）

G 7/10～8/28 火 15:00
H 7/14～9/1 土 11:15 各

20,000円I 18:45

　夏季ゴルフ教室　

※費用は、貸しクラブ・ボー
ル代込み。
※A～Dの最少催行人数は
各5人。
申問6月13日㈬（必着）ま
でに、往復はがきで教室名、
コース（第3希望まで）、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号をスポーツ協会へ

　地域クラブe
エ バ ラ エ ー ス

baraA
●バドミントン（フリー利用＆教室）
日6月12日㈫・26日㈫ 午後4時～6時　
場杜松ホーム（豊町4－24－15）
※自転車での来場不可。
￥1回200円、中学生以下・70歳以上100円　
※貸し出し用ラケットあり。　
●体操教室
日6月5日㈫・19日㈫ 
午後4時～4時45分（3歳～就学前のお子さんと保護
者）、午後5時～5時45分（小学1～3年生）
場杜松ホーム（豊町4－24－15）
※自転車での来場不可。
￥1回100円　※保護者は無料。
●ノルディックウオーキング
日6月7日～28日の木曜日 午前10時～11時
※雨天中止。
場文庫の森（豊町1－16）
集合場所／戸越体育館
￥1回100円　
※貸し出し用ポールあり

●文化教室＊
日内6月4日㈪＝折り紙教室、25日㈪＝マジック教室
午後7時～8時30分　
場戸越体育館　￥1回100円

　荏原Ｂ地域スポーツクラブ
●サンデーテニス教室
日6月10日～8月26日の日曜日　※雨天中止。
小・中学生＝午後4時～5時、一般＝午後5時～6時15分
場中延小学校校庭（中延1－11－15）
人小学4年生以上の初心者の方
￥1回300円、小・中学生100円（保険料込）

　スポクラ・しながわ
●品川バレーボール教室
日6月12日～8月28日の火曜日 午後7時～9時
場台場小学校（東品川1－8－30）　￥1回100円

　鈴ヶ森地区スポ・レク推進委員会
●剣道教室＊
日6月2日～7月7日の土曜日 午後5時40分～7時
場浜川小学校（南大井4－3－27）　￥1回100円

　八潮地区スポ・レク推進委員会
●太極拳教室
日6月5日～26日の火曜日
午後7時～8時30分
場明晴学園（八潮5－2－1）
￥1回200円

　立会地区スポ・レク推進委員会
●楽しく親子でバレーボール
日6月17日～7月22日の日曜日 午後1時～3時
場立会小学校（東大井4－15－9）
￥1回100円

　大井地区スポ・レク推進委員会
●トリム体操教室
日6月10日～7月15日の日曜日 午後1時30分～3時　
場山中小学校（大井3－7－19）
￥1回100円

ご参加
ください！

地域のスポーツクラブなどの教室地域のスポーツクラブなどの教室
当日参加できる教室です。運動のできる服装で、上履きやタオル、飲み物などを持って、直接会場へお越しください。

問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

＊は上履き不要。



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://　https://）

2018年6月1日号8 2018年6月1日号8

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

　難病の方のためのリハビリ教室

日7月5日㈭ 午後1時30分～3時30分
内グループリハビリと交流
講師／伊藤滋唯（理学療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
の難病の方と家族20人（先着）
場申問電話で、大井保健センター（☎3772
－2666）へ

　6月4日～10日は
　「歯と口の健康週間」です！

歯と口の健康を保つことは、日常生活を
送るうえで欠くことのできないものです。
かかりつけ歯科医をもち、定期健診を受
けて歯と口の健康を保ちましょう。
問健康課保健衛生係
（☎5742－6745 Fax5742－6883）
●3歳児のフッ化物塗布
日8月31日㈮まで
人平成26年7月1日～27年6月30日生ま
れのお子さん　
※対象者に受診券を送付。
場申受診券を持って、区内契約歯科医院へ
●成人歯科健康診査
日31年3月31日㈰まで
人区内在住で、平成31年3月31日現在、
20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、
50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方　
※対象者に受診券を送付。
場申受診券と健康保険証を持って、区内
契約歯科医院へ
●4・5歳児歯科相談とフッ化物塗布
4・5歳児の希望者にブラッシング指導・
フッ化物塗布・歯科衛生相談を行います。
日6月16日㈯ 午後1時～3時
人4・5歳のお子さんと保護者
※保護者のお口の健康テスト（先着80人）
も実施。
場参当日、直接きゅりあん（大井町駅前）へ
●障害者歯科健康診査
日通年実施（年1回受診可）
人障害者手帳（身体障害者手帳・愛の手
帳・精神障害者保健福祉手帳）をお持ち
の20～39歳の方
○希望の方は、品川歯科医師会（☎3492
－2535）か荏原歯科医師会（☎3785－
4129）へお問い合わせください。
6月2日㈯はスクエア荏原で「お口の健
康フェスティバル」が開催されます。

　40代からの健康塾

コース 曜日 時間 定員（抽選） 会場
Ａ 金 13:15 各25人 品川健康

センターＢ 土 10:30
Ｃ 火 19:45 20人 荏原健康

センターＤ 水 11:20 30人
※時間は各1時間　※Ｄは運動量の多いコース
日8～11月（全14回） 
人生活習慣病の改善に取り組む40歳以上
の方    
￥各3,200円    
申問6月10日㈰（必着）までに、往復はが
き（1人各センター1枚）で講座名、コース、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号
をＡ・Ｂは品川健康センター（〠140－0001
北品川3－11－22☎5782－8507 Fax5782
－8506）、Ｃ・Ｄは荏原健康センター（〠
142－0063荏 原2－9－6☎3788－7017 
Fax3788－7052）へ　※コースの変更・振
り替え・返金・譲渡は不可。　※人数が少
ないコースは閉講する場合あり。

　6月より胃がん内視鏡検診を開始します

区では、6月より胃内視鏡検査を開始し、現
行のバリウム検査とリスク検診を加えて3種
類の胃がん検診を実施します。今までの検
診制度に変更がありますのでご注意くださ
い。

　29年度胃がん検診
年齢 自己負担 対象

バリウム
検査 40歳以上 1,200円 1年に1回

リスク
検診

50～75歳
5歳刻み 700円 5年に1回

（一生に一度）

　30年度胃がん検診
年齢 自己負担 対象

　内視鏡
　検診

50歳以上
の偶数年齢 2,000円 2年に1回

　バリウム
　検診

40歳以上
の偶数年齢 1,200円 2年に1回

リスク
検診

50～75歳
5歳刻み 700円 5年に1回

（一生に一度）
※複数の検診の対象となっている方は、1つ選んで
受診。　※対象の方には、5月下旬に受診券を送り
ました。詳しくは、同封した案内をご覧ください。

問健康課保健衛生係
（☎5742－6743 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6月8日㈮ 午後2時～4時
講師／新倉佳久子（臨床心理士）
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

　難病リハビリ教室と交流会

日6月18日㈪ 午後1時30分～4時
内作業療法士による体操指導と助言
人パーキンソン病、多系統委縮症、脊髄小
脳変性症などの神経難病患者と家族30人
（先着）　※教室終了後交流会を行います。
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2904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
6/13㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

6/18㈪
12:00～15:00

区役所啓発展示室
（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）

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

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）

6月3日㈰
10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）

6月3日㈰

 こうの内科クリニック 東大井 5 －11－ 2 ☎6712－8750
 はぎさわ歯科 西大井 6 －13－12 ☎3778－0418
 中延デンタルクリニック 中　延 3 － 2 － 3 ☎6426－9959
 滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496
 武石接骨院 豊　町 2 －17－ 8 ☎3781－4450

6月10日㈰

 ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
 たなか歯科医院 西大井 1 －10－14 ☎5746－1182
 大岡歯科医院 上大崎 2 －24－13 ☎6420－0374
 根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
 かとう整骨院 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）

6月2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

6月9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

応 急 診 療 所

※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。

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

小

小

内 小

内 小

内 小

内 小

内 小

薬
薬

薬

歯

歯

歯

歯

骨

骨

骨

骨
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●29年中の所得申告がまだ済んでいない方は30年1月1
日現在の住所地に申告をしてください。世帯の中に1人で
も所得未申告の方がいると、世帯全員の所得が少なくて
も、保険料を減額することができません。
※30年1月2日以降に品川区に転入した方は、前住所地に
29年中の所得の照会をします。保険料は、当初均等割額
だけをお知らせしますが、その後所得がわかりしだい保
険料を再計算し変更通知書を送ります。

●解雇や雇い止めなどにより離職された方は、雇用保険
受給資格者証（離職理由が会社都合）を持参のうえ、保
険料の減額申請が必要です。

●65～74歳の世帯主で、次の全てにあてはまる方は、年
金から保険料を納めていただく特別徴収になります。た
だし、口座振替で納付を希望の方は年金からの特別徴収
を止めることができます。
①世帯主が国民健康保険の被保険者
②世帯の国民健康保険被保険者の方全員が65～74歳
③世帯主の公的年金の受給額が18万円以上で、世帯の国
民健康保険料と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1
を超えない

新規

変更

※賦課基準額＝総所得金額等ー33万円（基礎控除額） 　※　年間保険料　＝　医療給付費分　＋　後期高齢者支援金分　＋　介護納付金分

　30年度の納付月と計算時期
6月中旬に30年度分（4月～31年3月分）の保険料をお知
らせします。保険料は6月～31年3月の10回に分けて納
めていただきます。4・5月のお支払いはありません。
● 6月中旬発送＝保険料決定通知書＋納付書6枚（6～10
月期分・全期前納分）
※口座振替でお支払いの方には決定通知書のみ発送。
● 納付書でお支払いの方には、11月中旬に、11月～31年
3月期分の納付書5枚を送付します。

1年間（4月～31年3月）の国民健康保険料は、医療給付費分と後期高齢者支援金分と介護納付金分（40～
64歳の方）の合計を国民健康保険料として納付していただきます。　

計算方法
　

＝国民健康保険
の保険料

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

＋ ＋

最高限度額　58万円 最高限度額　19万円 最高限度額　16万円

均等割 39,000円×加入者数 

＋
所得割 加入者全員の賦課基準額×7.32％

均等割 12,000円×加入者数 

＋
所得割 加入者全員の賦課基準額×2.22％

均等割 15,600円×（40～64歳の加入者）

＋
所得割 対象者全員の賦課基準額×1.51％

6月2日㈯はスクエア荏原で「お口の健
康フェスティバル」が開催されます。

30年度の国民健康保険料が決まりました 　問い合わせ　国保医療年金課資格係（☎5742－6676 Fax5742－6876）
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6月の区議会
議会運営委員会／27日㈬ 午前10時30分
本会議／28日㈭ 午後1時、29日㈮ 午前
10時　
※傍聴券は、開会の1時間前から配付しま
す。なお、傍聴者数には限りがあります。
問区議会事務局
（☎5742－6809 Fax5742－6895）

就学相談をご活用ください
発達に心配があるお子さんの就学先につ
いて、相談を受け付けています。お子さ
んが楽しく充実した学校生活を送れるよ
う、ぜひご活用ください。
受付期間／6月15日㈮～11月30日㈮
人31年4月に、①区立小学校・義務教育
学校に入学するお子さんで、特別支援学
級の在籍、通級指導学級・特別支援教室
の利用を希望する方など、②都立特別支
援学校の小・中学部に入学を希望するお
子さん
申問6月15日㈮から、電話か直接教育総
合支援センター特別支援教育係（西五反
田6－5－1☎5740－8202 Fax3490－
2007）へ

第1回品川区子ども・子育て会議を
傍聴しませんか
日6月18日㈪ 午後2時～4時
場第一委員会室（区役所議会棟6階）
内子ども・子育て支援事業計画の29年度
実施状況など
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
○託児あり。託児希望の方は前日までに
保育課へ電話で申し込み。
問保育課施設・運営係
（☎5742－6724 Fax5742－6350）

30年度国民年金の受給額が決まり
ました
30年度国民年金の受給額は、次のように
決まりました（据え置き）。詳しくは日本
年金機構から送られる年金振込通知書な
どで確認してください。
●老齢基礎年金（年額）
779,300円（満額）
●障害基礎年金（年額）
1級障害＝974,125円
2級障害＝779,300円
※18歳以下のお子さんがいる場合（障害
のあるお子さんは20歳未満まで）の加算
額は、1・2人目は各224,300円、3人目
以降は各74,800円です。
●遺族基礎年金（年額）
子1人のいる配偶者が受ける場合＝
1,003,600円
子が受ける場合＝779,300円
※18歳以下のお子さんがいる場合（障害
のあるお子さんは20歳未満）の加算額は、
2人目は224,300円、3人目以降は各
74,800円です。
問品川年金事務所
（☎3494－7831 Fax3779－3449）

私立認可保育園「（仮称）チャイル
ドマインダー平塚荏原」園児募集
開園日／9月1日㈯
名称／（仮称）チャイルドマインダー平塚
荏原
所在地／平塚2－14
人0～5歳児クラス（平成30年7月6日ま
でに生まれた方）80人
基本開園時間／午前7時30分～午後6時
30分（延長保育：午後6時30分～8時）
申請書など配布場所／保育課、認可保育
園（新規開設園を除く）
申請期間／7月10日㈫まで
申問保育課入園相談係
（☎5742－6725 Fax5742－6350）

女性相談員による面接相談（性別不問）
法律的なこと、DVや人間関係、セクシュ
アリティなど様々な悩みを専門相談員が
お聴きします。
●法律相談
日7月4日㈬・10日㈫ 午後1時～3時30分
23日㈪ 午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日7月26日㈭ 午後1時～4時
●ＤＶ（配偶者・恋人などからの暴力）
相談
日7月6日㈮・20日㈮・27日㈮ 午後1時
～4時、13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。託児なし。

介護者教室「正しいお薬の飲み方
のアドバイス」
日6月30日㈯ 午後1時30分～3時30分
講師／大木一正（クリーン薬局薬剤師）　
人30人（先着）
場申問6月29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

区内四警察署合同「犯罪被害者な
どの特設相談窓口」を開設します
品川・大崎・大井・荏原警察署が犯罪被
害者などの相談に応じます。また、犯罪
被害者に関するパネル展示も行います。
日6月8日㈮・22日㈮ 午前10時～午後3時
場大崎第二区民集会所（大崎2－9－4）
主催／品川・大崎・大井・荏原警察署
※区内各警察署と区民相談室では常時、
相談窓口を開設しています。
問区民相談室
（☎3777－2000 Fax5742－6599）

6月1日は全国一斉
「人権擁護委員の日」
人権擁護委員は、地域住民の中から人権
擁護に理解のある方を区長が推薦し、法
務大臣が委嘱します。
＜区の人権擁護委員＞
大西英敏（大井）
小原愉里（東品川）
岸　朱実（中延）
後藤　基（西中延）
野口清彦（東大井）
野田律子（東品川）
増村圭一（東大井）
松井一雄（東大井）
松尾和英（小山台）
森田和枝（西大井）
●「人権擁護委員の日」特設相談
日6月5日㈫
午前10時～午後1時、午後2時～5時
場申電話で、区民相談室☎3777－1111
（代表）へ
●人権身の上相談を行っています
日第1・3火曜日 午後1時～4時
場申相談日1週間前の午前9時から、電話
で区民相談室☎3777－1111（代表）へ
問区民相談室（第三庁舎3階☎3777－
2000 Fax5742－6599）

教科書展示会を開催します
31年度から使用予定の、小学校教科書、
中学校用「特別の教科  道徳」の教科書展
示を行います。
特別
展示

6/4㈪～14㈭
※日曜日を除く

教科書センター
（西五反田6－5－1
教育総合支援セン
ター内）法定

展示

6/15㈮～30㈯
※日曜日を除く

6/15㈮～28㈭ 品川図書館
（北品川2－32－3）

※時間は午前9時～午後5時

問教育総合支援センター
（☎3490－2005 Fax3490－2007）

お知らせ！

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3㈰   9:30～12:00

相談日1週間前の
午前9時から
※予約開始日が
休日の場合は翌
開庁日から
☎3777－1111㈹
へ予約（先着）

第1㈫ 18:00～20:30
㈬、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30分まで

外 国 人
生活相談

英　語 第2・4㈫
  9:00～17:00

☎3777－2000
※受付は午後4時
30分まで中国語 第2・4㈭

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
☎5498－6334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

メイプルカルチャー講座
  NEW講座　　　　　　 　トラベル英会話入門、韓国語入門、体が硬い人のためのヨガ、二胡（にこ）と
歌おう日本の四季、大人からはじめるバイオリン〈個人レッスン〉、己書（おのれしょ）、家族
の歴史と自分史、ゆかた着付け（男性対象）、着付け（女性対象）、精油のブレンド講座、華や
か扇子づくり、空きビンでつくるスノードーム、ハーバリウム、秋のフラワースワッグ、かづ
きれいこメイク、ファンデーション講座、楽しいこどもピアノ教室〈個人レッスン〉

【品川区商店街連合会コラボ企画】夏の涼やかデザート、ボリューム満点料理
【夏休みこども教室】石けんデコパージュ、ソーラーカー

●その他にも、様々なジャンルの講座を常時約200以上開設しています。

会場・申込方法・問い合わせ／
電話で、メイプルセンター（西大井駅前☎3774－5050 Fax3776－5342）へ

7月期生
募集中！

ご寄付をありがとうございました（敬称略・順不同）
品川法人会青年部会=児童福祉指定
寄付金35,647円
東芝テック総務部CSR推進センター
＝昇降口モニター天吊設置一式
ネットワンシステムズ＝ノート  ほか

〔地域振興基金〕32,000円（3・4月分）
中尾誠利＝20,000円　ほか
〔ふるさと納税〕90,000円（3・4月分）
中尾誠利＝30,000円　ほか

産後ケア（訪問型）が始まります
助産師の訪問による授乳指導や乳房ケアなどを産婦1人につき1回受けられます。
日月～土曜日午前9時～午後4時（祝日・年末年始を除く）
人区内在住で、生後6カ月未満の乳児をもつ母親
￥1,000円（1時間程度）※減免制度あり。
申月～土曜日午前9時30分～午後4時30分に、電話で産後ケア訪問型受付（東京
医療保健大学）☎5421－2081へ（祝日・年末年始を除く）
電話による授乳相談
助産師が電話で、授乳（間隔やくわえさせ方）や卒乳に関する相談に応じます。
日月～土曜日午前9時30分～午後4時30分（祝日・年末年始を除く）
人区内在住で、授乳中の母親
相談電話／品川電話授乳相談（東京医療保健大学）5421－2083
※通話料がかかります。

問い合わせ／品川保健センター（☎3474－2221 Fax3474－2034）

詳しくはhttp://www.shinagawa-culture.or.jp/maple/で紹介

※ネウボラとはフィン
ランド語でアドバイス
の場という意味です。
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空き家ホットラインを開設しています
区では、空き家相談の専用窓口を開設し
ています。所有している空き家の活用方法
や、近隣の空き家に対する安全・防犯面
の不安など、お悩みのことがありましたら
ご相談ください。
開設日／月・水・金曜日の午前9時～正午
※祝日・年末年始を除く。
電話番号／3450－4988
○Ｅメール・ＦＡＸでも相談を受け付けま
す。専用相談票に内容を記入してご相談
ください。相談票は区ホームページからダ
ウンロードできます。
Eメール／akiya-hotline@shinagawa-tsk.
co.jp
FAX／3458－9504
問住宅課（☎5742－6777 Fax5742－6963）

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
6月のオープンキャンパス情報

日時 体験授業
6/3㈰

10:00～12:00 食事介助編

6/23㈯
14:00～16:00 レクリエーション編

内学校案内（学費・授業内容・就職状況・
入学選考）、個別相談など
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

不動産に関する無料相談窓口
賃貸借・売買・借地権・税金など不動産
に関する相談を受け付け、弁護士・税理
士などの専門家がアドバイスします。
日6月13日㈬ 午前10時30分～午後4時30分
場区役所本庁舎3階ロビー
主催／全日本不動産協会城南支部
問区民相談室
（☎3777－2000 Fax5742－6599）

都立産業技術研究センターなどの
利用料を助成します
都立産業技術研究センターや産業技術総
合研究所が提供する依頼試験や機器利用
をはじめとする各種サービスの利用料の一
部を助成します。
人区内に1年以上主な事業所を置く中小製
造業者・情報通信業者
助成額／対象経費の3分の2（上限10万円）
申請期限／31年2月28日㈭　
※詳しくは、ものづくり支援サイト www.
mics.city.shinagawa.tokyo.jp/をご覧く
ださい。
問商業・ものづくり課産業活性化担当　
（☎5498－6351 Fax5498－6338）

外国語版ホームページ作成経費助成
自社のホームページ内に新規に外国語版
を作成する経費などの一部を助成します。
助成額／対象経費の3分の2（上限10万円）
人区内中小製造業者・情報通信業者
対象経費／ホームページ作成などに要す
る、外国語への翻訳経費、ホームページ改
修経費、自動翻訳サービス活用経費などで、
31年3月までに支払いが完了するもの
申請期限／31年2月28日㈭
問商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6340 Fax5498－6338）

ビジネス・カタリストを派遣します
各分野の専門家であるビジネス・カタリス
トが区内中小企業を訪問し、課題解決に
向けた各種支援を行います。
人区内に主な事業所を置く中小事業者
内経営戦略、人材管理・育成、販路開拓・
マーケティング、技術開発、生産管理、IT
活用、法務・知的財産権など
支援回数／年10回まで
申請期限／31年3月29日㈮　
※詳しくは、ものづくり支援サイト www.
mics.city.shinagawa.tokyo.jp/をご覧く
ださい。
問商業・ものづくり課産業活性化担当　
（☎5498－6351 Fax5498－6338）

介護者教室「夏場の熱中症対策」
日6月23日㈯ 午後1時～3時
人20人程度（先着）
場申問6月22日㈮までに、電話で東品川
在宅サービスセンター（東品川3－1－8☎
5479－2946 Fax5479－3071）へ

高年齢者向け「合同就職面接会」
短時間勤務の求人もたくさんあります。
日6月14日㈭ 午後1時～3時
※受け付けは午後0時30分～2時30分。
内企業20数社による面接会
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）と筆記用具
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）

新製品・新技術開発助成
新製品・新技術開発（ソフトウェア部門）
に必要な経費を審査のうえ助成します。
助成額／対象経費の3分の2（上限100万
円）
人区内で1年以上継続して事業を営む計画
のある中小製造業者・情報通信業者など
助成対象／各種システムソフト、アプリ
ケーションソフト、組み込みソフトの開発
などで、31年3月までに開発が完了するも
の　※30年度の経費が対象。

申請期限／7月31日㈫
問商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6340 Fax5498－6338）

　

清掃事務所夏季アルバイト募集
日7～9月　※日曜日・祝日を除く。
午前7時10分～午後4時25分のうち7時間
45分　※勤務日などは相談に応じます。
内ごみの収集作業補助
人18歳以上の健康で体力のある方若干名
（選考）　※高校生不可。
日給／9,200円
※交通費は区規定により支給。
申問6月15日㈮（必着）までに、履歴書（写
真貼付）を品川区清掃事務所事業係（〠
141－0032大 崎1－14－1☎3490－7051 
Fax3490－7041）へ郵送か持参
※後日面接を行います。
※提出された履歴書は返却しません。

　

しながわ子ども食堂フォーラム2018
～地域で支え、育てる食堂～
子ども食堂の取り組みを紹介するほか、
企業や地域からの支援について考える講
演会と交流会を開催します。当日参加で
きますので、一緒に考えてみませんか。
日6月9日㈯ 
午後0時30分～4時（正午開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
内基調講演「子ども食堂と地域・企業の
関わり」〈講師：湯浅誠（法政大学教授）〉、
パネルディスカッション、交流会
人子ども食堂の活動に関心のある企業、
地域の方100人（先着）
○しながわ子ども食堂ネットワーク自主
企画のパネル展示、相談コーナーなども
開催します（午前10時から）。
問子ども家庭支援課家庭支援係
（☎5742－6385 Fax5742－6387）

表装・裏打ち教室
書や水墨画などを美しく飾るための裏打
ちを学びます。
日7月7日㈯・21日㈯ 午前10時～午後3時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／佐野文夫（品川区伝統工芸保存会
会員表具師）
人各10人（抽選）  ￥各2,000円（教材費込）
申問6月20日㈬（必着）までに、往復は
がきで教室名、希望日、住所、氏名、年齢、
電話番号を商業・ものづくり課管理係（〠
141－0033西品川1－28－3☎5498－
6335 Fax5498－6338）へ

知的障害者移動支援従事者（知的障
害者ガイドヘルパー）養成研修
研修を修了すると知的障害児・者の外出
支援サービスを行うことができます。
日時（全2回） 会場
6月10日㈰
9:30～17:30

大崎ゆうゆうプラザ
（大崎2－7－13）

6月17日㈰
9:30～17:30

荏原第五区民集会所
（二葉1－1－2）

※講習後、6時間の実習あり。
内理念や心構え、障害に関する基本的な
知識や技術
人両日受講できる方30人（先着）
￥区内在住の方・学生5,000円
区外の方8,000円（教材・実習費込）
申6月8日㈮までに、電話かFAX、Eメー
ルで講座名、住所、氏名、年齢、電話番
号をみらい（☎6429－8110 Fax6429－
8111 kensyu2018@npo-mirai.org）へ
問障害者福祉課障害者相談支援担当
（☎5742－6711 Fax3775－2000）

多様性尊重講座と映画会 「普通っ
て何？～違うことを認め合う～」
人は皆一人ひとり違います。様々な生き
方があり、それを認め合う大切さを、性
的少数者（LGBTなど）や家族のかたちを
テーマにした映画と講座から考えます。

日時 内容・講師

〈講座〉
7/10㈫・17㈫
18:30～20:30
（全2回）

「性の普通ってなんだろ
う̶LGBTを知っていま
すか」「ありのままを生きる」
講師：臼井一美（NGO
職員）ほか

〈映画会〉
7/24㈫
18:30～20:45

「彼らが本気で編むとき
は、」
監督：荻上直子
出演：生田斗真ほか

場きゅりあん（大井町駅前）
人講座＝25人、映画会＝小学生以上の方
250人（抽選）　※小学生は保護者同伴。
託児／1歳～就学前のお子さん10人
申問6月18日㈪（必着）までに、往復は
がき（1枚2人まで）に「講座・映画会」
か「映画会のみ」とし、参加者全員の住所・
氏名・年齢・電話番号、託児希望の方は
お子さんの氏名・年齢を男女共同参画セ
ンター（〠140－0011東大井5－18－1
きゅりあん3階☎5479－4104 Fax5479
－4111）へ

認知症サポーター養成講座
日6月16日㈯ 午前10時30分～正午
場区役所261会議室（第二庁舎6階）
人50人（先着）
申問6月12日㈫までに、電話で高齢者福祉
課認知症対策係（☎5742－6802 Fax5742
－6881）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

　●お知らせ

求　人

講座・講演

　30年度の住民税納税通知書
を6月11日㈪に発送します。
　これに伴い、30年度の住民
税の納税・課税・非課税証明
書の取得が可能になります。

●住民税は、金融機関・区役所税務課・地域センターの窓口でお支払いください。
●30年よりクレジットカード・ATM・インターネットバンキングでも納付可能！！
　コンビニエンスストア・モバイルレジのほかペイジー対応の納付書では、クレジットカード
（http://koukin.yahoo.co.jp/）の利用やATM（http://pay-easy.jp/）、自宅などから金融
機関のインターネットバンキングを使用し納付ができます。
　詳しくは収納管理係にお問い合わせください。

○火曜日は、税務課の窓口を午後7時まで延長しています。
○日曜日は、午前8時30分から午後5時まで税務課の窓口で納税・
課税・非課税証明書の交付と住民税の支払いができます。
○便利で安心な口座振替・自動払込もご利用ください。

証明書発行場所　 手数料（1通）
税務課（本庁舎4階）、地域センター 300円
マルチコピー機設置コンビニエンスストア＊ 200円
＊証明書取得時点で区内に住民登録があり、電子証明付きマイナン
バーカードをお持ちの方が利用できます。

　問い合わせ
税務課（本庁舎4階）
住民税の内容に関すること／

課税担当（☎5742－6663～6 Fax5742－7108）
納付に関すること／収納管理係（☎5742－6669 Fax3777－1292）
納付のご相談／納税相談担当（☎5742－6671～3 Fax3777－1292）

特別区民税・都民税（住民税）普通徴収分納税通知書の発送日は6月11日です
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おはなしボランティア中級講座
基礎知識を振り返りながらスキルアップ
をめざします。活動中に困っていることな
どを共有してみませんか。
日7月11日㈬・18日㈬・25日㈬
午後1時30分～3時45分（全3回）
場社会福祉協議会（大井1－14－1）
講師／別府明子（【仕事と子育て】カウン
セリングセンター専任カウンセラー）　
人全回出席できる、区内で話し相手のボラ
ンティア活動を行っている方30人（抽選）
￥300円
申問6月27日㈬までに、電話で品川ボラ
ンティアセンター（☎5718－7172 Fax5718
－7170）へ

事業承継セミナー
①日7月18日㈬ 午後3時～5時
場さわやか信用金庫目黒支店
（目黒区下目黒1－1－11）
内いちばん優しい事業継承［親子編］「後
継者に“やる気”スイッチを入れる！」
②日7月19日㈭ 午後3時30分～5時
場城南信用金庫西大井支店
（西大井1－3－3）
内「今すぐ考えよう！引き継ぐ準備と後継
者の心構え」　
─────────共通─────────
人区内中小企業の経営者、後継者各30人
（先着）　
※申込方法など、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
（☎5498－6340 Fax5498－6338）

清泉女子大学大学院
地球市民学専攻講座               電子
地球市民的観点から見る対立と平和
日程（全3回） テーマ・講師

7/7㈯

東アジアにおける対立と平
和～中国、韓国、東南アジア
諸国での調査を踏まえて～
大野俊（同大学教授）

7/14㈯ 協調的対話の重要性　
松井ケティ（同大学教授）

7/21㈯

インターネット時代の中東イ
スラム圏における「対立と
平和」　
山本達也（同大学教授）

※時間は午後2時～4時。
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人16歳以上の方50人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん
※おやつ代実費負担あり。
申問6月21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・託児
希望の有無、託児希望の方はお子さんの
氏名（ふりがな）・月年齢・性別を文化観
光課生涯学習係へ

ウェルカムセンター原・交流施設の教室 
ウェルカムクッキング「マドレーヌ作り」
日6月24日㈰ 午前10時30分～正午
人10人（抽選）　
￥300円
場申6月13日㈬（必着）までに、往復は
がきに「マドレーヌ」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

問同施設☎5742－4660、大井第三地
域センター（☎3773－2000 Fax3771－
3735）

会計ソフトセミナー
会計ソフト導入を考えている方のための
セミナーです。
日6月27日㈬・28日㈭・29日㈮
午後6時～9時（全3回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内各種ソフトの紹介、簿記講習（3級程度）、
会計ソフト講習・運用
人区内中小企業事業主・従業員20人（先着）
申電話で、T

テイエムエス
MS☎5399－9251（月～金

曜日午前9時～午後5時）へ
問商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6340 Fax5498－6338）

愛犬と一緒に楽しむためのしつけ教室
日時 場所

6/17
㈰

  9:30～11:30 しながわ中央公園（区役所前）

13:30～15:30 東品川海上公園（東品川3－9）
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

講演会「科学のチカラ 食品添加物～食
品添加物の安全性を科学的に学ぼう～」
日7月24日㈫ 午後2時～4時
場講堂（区役所第三庁舎6階）

講師／穐山浩（国立医薬品食品衛生研究
所食品部部長）
人100人（先着）
託児／区内在住の1～2歳のお子さん
10人（先着）　
※3歳以上は同伴入場可。
申問7月20日㈮までに、電話で生活衛生
課食品衛生担当（☎5742－9139 Fax5742
－9104）へ

第120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6月17日㈰
午前10時50分開演（午前10時30分開場）
講評者／土田豊貴（作曲家）
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

民舞民謡大会
シルバーセンター、ゆうゆうプラザ利用
者の日頃の活動の成果発表会です。今回
は歌手の岩本公水さんをお招きし、「品川
音頭2017」などを披露していただきます。
子どもたちとの交流ステージもあります。
日6月29日㈮ 午前9時15分～午後4時
場・観覧方法／当日、直接きゅりあん（大
井町駅前）へ
問高齢者地域支援課シルバーセンター係
（☎5742－6946 Fax5742－6882）

イベント
●市民公開講座「心の病気から
のリカバリーを展望する」　6月3
日㈰午前10時50分。当日NTT東日
本関東病院（東五反田5）へ。☎
3448－6508こころのバリアフリー
研究会事務局・佐藤
●建設ユニオン住宅デー（木工教
室・住宅相談など）　6月3日㈰午
前10時～午後2時。京陽公園。☎
5759－5571山崎
●第41回住宅デー（住宅相談・包
丁とぎなど）　6月3日㈰＝三ツ木・
後地・浜川・西大井広場（遊歩道側）・
荏原町の各公園、五反田氷川神社。

10日㈰＝戸越二丁目広場、荏原南
公園、ゆたか防災広場、中延商店
街会館前。17日㈰＝街道松の広場、
二日市公園。午前10時～午後3時。
☎3783－0471東京土建一般労働
組合品川支部

サークルなど
●ひまわりの会（トリム体操）　
㈫㈯午後1時30分。東品川文化 。
月2,000円。（入）500円。☎3474
－4410松本
●小山台健康クラブ（トリム体操）
㈬午後7時。小山台小。月1,000円。
（入）500円。☎090－9844－2926
西村

●上神明体操クラブ　㈭午後7時。
上神明小。月1,000円。（入）1,000円。
☎070－6420－8208太田
●荏原一中トリムクラブ　㈫午後
7時。荏原第一中。月750円。（入）
500円。☎3783－0983夏目
●棋友会（将棋）　月3・4回。中
小企業 か荏原第五 。1回100
円。☎070－5574－8467井下田
●S・Dサークル（社交ダンス）　
第1・2・3・5㈪午後1時。五反田
文化 。月3,000円。☎3786－
6346今井
●花水木（短歌）　第2㈫午後1時。
荏原文化 。月2,000円。☎3786
－2381中井

●わの会（茶道裏千家）　第2・4
㈪午後1時。きゅりあん。月5,000円。
☎3472－8487宮川
●品川囲碁愛好会　第1・3・4㈯
午後1時。南部労政会館（大崎1）。
年男性5,000円、女性2,000円。☎
090－5305－4341染野
●マジシャンズ（マジック）　第2・
3・4㈭午前9時30分。中小企業 。
月2,000円。☎090－4668－9490
いど
●花水木会（習字）　60歳以上。
第1・3㈭午後1時。関ヶ原シルバー
。月2,500円。☎3764－6039

土田（午後6時以降）

●ひまわり会（体操）　㈮午前9時
30分。荏原文化 。月1,000円。（入）
1,000円。☎3472－8055池田
●英会話レッツ　㈫午後2時。旗
の台文化 。月6,000円。（入）1,000
円。☎3785－1841植木
●いきいきクッキング　㈮午前10
時。八潮 。月1,500円。☎070
－6986－0737石田
●太極拳戸越　㈮午後7時。戸越
台中。月2,000円。☎3784－2865
鎌塚
●川柳目黒川　見学可。第1㈮午
後1時30分。大崎第一 。月1,000
円。（入）1,000円。☎3490－1845
桑子

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

文化・イベント情報文化・イベント情報

　
●1日㈮～6日㈬／半世紀を経て 女子高
時代の仲間展（ボタニカルアート、パッ
チワーク、かな文字、粘土）〈第1展示室〉
／墨と彩の歌－王治洪・鄒

しゅう

麗
り

萍
ぴん

絵画展
（水墨画、書）〈第2～第4展示室〉
●9日㈯～13日㈬／M

メ イ ク ス

AYX写真展2018
●15日㈮～20日㈬／洛陽中国書法水
墨画院軸装展（水墨画、書）
●23日㈯～28日㈭／第34回日本剪

せん

画
が

美術展（切り絵）
●29日㈮～7月4日㈬／太平洋美術会
東京支部Ｏ美術展（油彩、水彩、版画、
染色、彫刻）
場問同館（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。

Ｏ美術館 6月の催し
　
●6日㈬～11日㈪／みずわ会第42回油
絵展（油彩）
●20日㈬～25日㈪／第2回春季田中勝
重水彩画・陶芸教室展
●27日㈬～7月2日㈪／素石と浩之（ダ
ウン症）師弟展（書道）
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。

区民ギャラリー 6月の催し

　
日6月23日㈯ 午後2時30分～5時
内「子どもが変わる食の力と言葉の力
～家庭がパワースポット～」
講師／福田泰三（佐世保市立広田小学
校教諭）
人80人（先着）
場参当日、直接区役所講堂（第三庁舎6
階）へ
問アリスバンビーニ小児歯科・丸山
☎3768－8388

　

日6月17日㈰ 午後1時～4時
※受け付けは午後0時30分から。
人中学生　※保護者の同伴可。
場参問当日、直接同校（東大井1－10－
40☎3471－6331）へ

産業技術高等専門学校
学校見学会（品川キャンパス）

荏原歯科医師会・品川歯科医師会
区民公開講座

催　し

対象となる事業／次のいずれかにあてはまる事業（既存事業でも可）
①区民が、品川区に対してより一層の愛着を感じ、区民であることを誇りに思い、住
み続けたいと思える事業　
②区外在住者が、品川区に訪れてみたい、住んでみたい、働いてみたいと思える事業
③各種メディアを活用し、区の地域資源や施策の周知など、区の魅力を区内外に広
く伝える事業　
④東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向けて、特に訪日外国人へ品川区
の魅力を発信する事業
申込資格／個人、事業者、NPO法人、各種団体など
事業実施期間／決定日～31年3月末日

①次の表記が可能
　・　・「わ！しながわ魅力発信プロジェクト」
　・　・限定版「わ！しながわ」金メダルロゴマーク
②区の各種広報媒体により実施事業の広報活動を支援

審査／随時実施
申込方法・問い合わせ／広報広聴課で配布する募集要項を確認のうえ、「参加申込書」
「事業内容説明書」を同課シティプロモーション担当（〠140－8715品川区役所本庁
舎5階☎5742－6043 Fax5742－6870）へ郵送か持参
※募集要項・各提出書類は区ホームページからダウンロードもできます。

区の魅力を区内外に発信する事業の広報支援を行います
「わ！しながわ魅力発信プロジェクト」募集！

支
援
内
容

品川区の魅力を広く発信する



「紙皿でカタツムリの時計を作ろう」

日時／6月2日㈯ 午後2時～4時
会場／大崎図書館
対象／小学生以下のお子さんと保護者
参加方法／当日、直接会場へ
問い合わせ／大崎図書館
（☎3440－5600 Fax3440－5604）

イベント

・外国人人口…………12,669
　　男………………… 6,239
　　女………………… 6,430

総人口…………… 391,239世帯…………………218,847

・日本人人口………… 378,570
　　男…………………185,652
　　女…………………192,918

  人口と世帯（平成30年5月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

　

平成30年（2018）

6/1
2084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6月

コラムニスト泉麻人が、
現在の西大井五丁目・六
丁目・伊藤博文公にゆか
りの深い“大井伊藤町”を
紹介します。

泉麻人
しながわ土地の記憶
大井伊藤町

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

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
生活情報のほか、災害時には災害情
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）

● 出会いの湯
● 第七期品川区介護保険事業計画
● 食育月間　● 就業相談

次号予告　6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
 　しながわの百年力！
品川区永年継続事業所

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 泉麻人しながわ土地の記憶
 　大井伊藤町

月 しながわのチカラ
 　品川浜川砲台物語

火
語り継ぐ！品川現代史
1964東京オリンピックを
契機に変わる品川

水 しながわのチカラ
目黒川大探検

サヘル・ローズの天晴！品川
薔
ロ ー ズ

薇と♡癒しのスポット

木  　品川区へ Come on!
品川区が応援する3競技

三之助の笑顔いっぱい
大崎高校ペーパージオラマ部

金 簡単、お得！みんなで受けよう
国保基本健診（前・後編）

トビーが行く
しながわで地ビールを楽しもう

新

新

新

　大崎駅西口図書取次施設（おおさき
こども図書室）が今年2月にオープンし
ました。予約した品川区立図書館所蔵の
資料の受け取り・返却、利用者カードの
登録・更新ができます。
　こちらは、乳幼児向けの絵本や紙芝居
を多くそろえています。また、親子で楽
しめるおはなし会（毎週水曜日）なども
随時開催しています。

名称／大崎駅西口図書取次施設（おおさきこども図書室）
所在地／大崎2－11－1大崎ウィズシティテラス2階〈大
崎駅西口から徒歩4分〉（☎5487－6551 Fax5487－
6588）
開所時間／月曜日～金曜日：午前8時～午後8時
土・日曜日、祝日：午前9時～午後7時
休所日／年末年始、特別整理期間、施設点検日
資料件数／児童図書：約1,000点

提
ちょうちん

灯文字
日6月8日㈮・9日㈯ 
　午前10時～午後4時
場中小企業センター
　1階ロビー
　（西品川1－28－3）
問商業・ものづくり課
　（☎5498－6335 Fax3787－7961）

伝 統 工 芸 の 実 演

下田  洋靖

　大崎図書館が移転し、開館します。オープンするのは、御殿山小学校に隣接する、
病院やリハビリテーション施設など（品川リハビリテーションパーク）が入った複合
施設の2階。施設や利用者のニーズに合わせ、健康関連の図書・資料などを多くそろ
えていく予定です。
　皆さんのご利用をお待ちしています。

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」

大崎図書館
開館記念

「おおさきこども図書室」「おおさきこども図書室」も、も、
ぜひご利用ください！ぜひご利用ください！

名　　称　品川区立大崎図書館
所 在 地　 北品川5－2－1〈大崎駅東口から徒歩8分〉
　　　　　（☎3440－5600 Fax3440－5604）
開館時間　 月～土曜日：午前9時～午後8時、日曜日・祝日：午前9時～午後7時
休 館 日　第2木曜日、年末年始、特別整理期間
資料件数　 一般資料（CD・雑誌含む）：約6万点、児童資料：約2万点
　　　　　閉架書庫：約3万点、新聞：17紙
施設設備　 エレベーター、誰でもトイレ、ベビーシート、授乳スペース、身体

障害者用駐車スペース（利用の際は事前にご連絡ください）、閲覧用
パソコン、持ち込みパソコン席

本の森へ出かけよう！
6月1日
㈮

品川図書館（☎3471－4667 Fax3740－4014）
大崎図書館（☎3440－5600 Fax3440－5604）

大崎駅
ゲートシティ大崎ゲートシティ大崎

山手通り

交番大崎駅

御殿山
小学校

東京
ハートセンター
東京
ハートセンター

御殿山
小学校

三木小学校三木小学校

大崎西口公園大崎西口公園

芳水小学校芳水小学校

山手通り

小関橋小関橋

交番

至
五
反
田

至
五
反
田

★★

★★

大崎図書館大崎図書館

おおさきこどもおおさきこども
図書室図書室

大崎図書館が新たに生まれ変わりました。小さなお
子さんからシルバー世代まで、皆さんの様々な生活
シーンに寄り添う「ライフサポート図書館」です。病
院や老健施設との併設という立地を生かした「健康
コーナー」、2020年に向けてカウントダウンが始まっ
ている「オリンピック・パラリンピック関連図書コー
ナー」、日々発展するビジネス街・大崎を支える「企
業情報コーナー」を常設し、皆さんのお役に立つ情
報を発信していきます。

皆さんのご来館を心よりお待ちしています！

大崎図書館スタッフ

問い合わせ

「からだの手入れで健康寿命を
楽しみましょう」

日時／6月24日㈰ 午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）
会場／品川リハビリテーションパーク1階
講師／伊藤達雄（東京女子医科大学名誉教授）
定員／100人（先着）　※手話通訳付き。
申込方法・問い合わせ／電話か直接、大崎図書館（☎3440－
5600 Fax3440－5604）へ

講演会

新


