
　毎年戸越公園の薬医門前に

は立派な門松が飾られます。

切り口を斜めにした3本の「竹」

を「松」で囲み、下部をこも

で巻いて「梅」の結び目をつ

くることで、縁起の良い「松竹梅」を表現しています。

今年は12月7日㈮に門松作りを行い、門前に飾る予定です。
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　平成19・22年度のマイスター店（品川区推奨店）に選

ばれた「米穀商こくぼのお米」のおむすびは、「米屋の

販売するお米のおいしさを知ってほしい」という思いか

ら始まりました。「例えば同じコシヒカリという銘柄でも、

産地、等級、精米によって味が変わります。特に味を左

右するのが精米。ここに米屋の米の違いが出ます。販売

を通じてお客様と話す機会も増え、おむすびが販売者

と消費者の方とを結ぶきっかけとなってくれています」。

　品川区と神奈川県山北町が「ふれあ

い交流協定」を結んで30年になります。

その拠点施設である「ひだまりの里」

には農作業が体験できる貸し農園、オー

トキャンプ場などがあり、週末には多

くの区民が訪れ自然とのふれあいを楽

しんでいます。

　平成22年からスタートし、今では大崎・五反田エリア

の冬の風物詩となりつつある「目黒川みんなのイルミネー

ション」を、今年も実行委員会と品川区で同時開催。目黒

川沿いの桜をLED電球で装飾し、冬に咲き光る桜の並木

道をつくります。使われる電力エネルギーは、地域の廃食

油を再利用した100％地産地消によるもの。地域をひとつ

に結び、まちへの愛着と誇りを育んでいきたいという思い

から生まれたイベントです。　　 ※点灯期間は1月6日㈰まで。

目黒川みんなのイルミネーション2018「冬の桜Ⓡ」

「品川区・山北町交流30周年記念式典」で、

品川区の木「カエデ」と山北町の木「ブナ」を植樹

森林セラピーのヨガ体験

日本の滝百選に選ばれている

「洒水の滝」（しゃすいのたき）で有名な山北町

ぶぶ
今年も残すところ1カ月となりました。

平成最後の「結び」の年が来年、そして新元号とを

つつがなく「結ぶ」ことを祈り、

今号のキーワードを「結び／結ぶ」としました。

名産の足柄茶と

あしがらみかん
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給与などの決定のしくみ

職員の構成（30年4月1日現在）
職員の手当の状況

全体の状況

職員の平均給与月額、初任給などの状況

人事行政の運営などの状況を公

　職員の給与は、特別区人事委員会が民間企業の給与実態を調査して行う勧告に基づ

き、区議会の審議を経て条例により決定されます。

　区長や区議会議員などの特別職の給料・報酬は、学識経験者などで構成される「品

川区特別職報酬等審議会」の答申を尊重して、条例で定められています。

住民基本台帳人口
（30年3月31日現在）

歳出額［Ａ］
実質収支
（黒字額）

人件費［Ｂ］
人件費率

［Ｂ／／Ａ×100］
（参考）28年度
の人件費率

390,397人
161,971,680

千円

6,201,813

千円

24,795,469

千円
15.3％ 15.7％

※人件費とは、一般職員に支給される給与、区長や区議会議員など特別職に支給される給料、報
酬、諸手当のほか共済費（社会保険料の事業主負担分）などを含む経費の合計をいいます。

1 人件費（29年度普通会計決算）

1 平均年齢・平均給料月額・平均給与月額（30年4月1日現在）

2 職員給与費（29年度普通会計決算）

職員数［Ａ］
給与費 1人当たり給与費

［Ｂ／Ａ］給料 職員手当 期末・勤勉手当 計［Ｂ］

2,672人
8,773,844

千円

3,599,587

千円

4,077,145

千円

16,450,576

千円
6,157千円

※職員手当には退職手当を含みません。
※職員数は、29年4月1日現在の人数で、再任用短時間勤務職員を含みます。

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一 般 行 政 職 40.5歳 299,900円 447,774円

技 能 労 務 職 51.7歳 302,400円 420,769円

教 育 職 34.8歳 299,900円 394,315円

※給料とは給料表に定める額で、民間の基本給に相当するものです。
※給与とは給料と職員手当（期末・勤勉手当を除く）の合計をいいます。

2 初任給（30年4月1日現在）

区分 品川区 国

一般行政職
Ⅰ類（大学卒程度） 183,700円

総合職183,700円

一般職179,200円

Ⅲ類（高校卒程度） 147,100円 147,100円

技能労務職 132,200円 ―

※初任給・給料額は23区共通です。 ※国の総合職・一般職とは国家公務員採用試験区分によるものです。

3 経験年数別・学歴別平均給料月額（30年4月1日現在）

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
大学卒 297,671円 327,776円 371,708円

高校卒 253,225円 308,400円 －

技能労務職 194,700円 216,900円 296,840円

30年度

計2,597人

幼稚園教諭など　71人

技能労務職
253人

福祉職
（保育士など）
733人

税務職　80人

看護・保健師　75人

医師・医療技術職　25人

一般行政職（事務・技術職）
1,360人

※特別会計（国民健康保険事業

会計・後期高齢者医療特別会計・

介護保険特別会計）に従事する

職員85人を含みます。

区分 品川区 国

1人当たり平均支給額 1,526千円 ―

支給割合
期末手当 2.60月分（1.45月分） 2.60月分（1.45月分）

勤勉手当 1.90月分（0.9  月分） 1.80月分  （0.85月分）

職務段階別加算 あり あり

※期末・勤勉手当の支給割合は23区共通です。
※支給割合は一般職員の割合です。（　）内は再任用職員に係る支給割合です。

　民間のボーナスに相当する手当です。

1 期末・勤勉手当（29年度実績）

区分
品川区 国

普通退職 定年等退職 普通退職 定年等退職

支
給
率

勤続20年 18.00月分 24.55月分 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.00月分 32.95月分 28.0395月分 33.27075 月分

勤続35年 39.75月分 47.70月分 39.7575月分 47.709 月分

最高限度 39.75月分 47.70月分 47.709 月分 47.709 月分

加算措置
定年前早期退職特例措置

（2～20％加算）

定年前早期退職特例措置

（3～45％加算）

1人当たり平均支給額 　5,828千円 21,480千円 ―

※普通退職とは自己都合などによる退職をいい、定年等退職とは定年（原則60歳）または勇退の勧めな
どによる退職をいいます。
※退職手当の1人当たり平均支給額は29年度退職者の平均額です。

　職員が退職した場合に支給される退職手当は、退職時の給料月額に、勤続年数や退

職事由に応じた一定の率を乗じて算出した額となります。

2 退職手当（30年4月1日現在）

　民間の賃金や物価が特に高い地域に勤務する職員に支給される手当です。

支給実績 1,865,322千円

支給職員1人当たり平均支給年額 674,863円

支給率 給料、扶養手当、管理職手当の合計額の20％

支給対象職員数 2,764人

3 地域手当（29年度実績）

支給実績 37,612千円

支給職員1人当たり平均支給年額 90,197円

職員全体に占める手当支給職員の割合 15.1％

手当名
特定危険現場業務手当、不規則勤務手当

防疫等業務手当、災害時業務手当、清掃業務手当

　著しく危険、不快、不健康そのほか特殊な勤務についたとき支給される手当です。

4 特殊勤務手当（29年度実績）

問い合わせ　人事課人事係☎5742－6628、給与係☎5742－6633 Fax5742－6872

※支給対象職員数は、再任用短時間勤務職員を含みます。

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

人とのかかわり方を

学ぶところです

　住民税や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料
の支払い、相談などのため特別窓口を開設します。
　また、納税・課税証明書の発行、国民健康保険資格取得・喪失・
変更届けなど、日曜開庁で取り扱っている業務もあわせて行い
ます。

問い合わせ／税務課（本庁舎4階☎5742－6671 Fax3777－1292）
国保医療年金課（本庁舎4階☎5742－6679 Fax5742－6876）
高齢者福祉課（本庁舎3階☎5742－6681 Fax5742－6881）

特別窓口を開設します

12月2日㈰ 午前8時30分～午後5時 　住民税、固定資産税、自動車税などの納め忘れはありま

せんか。

　都と区市町村は、12月を「オール東京滞納STOP強化月間」

と位置づけ、連携した広報や催告による納税推進、差し押

さえや捜索などの滞納処分など、多様な徴収対策に取り組

みます。

問い合わせ／品川区税務課納税相談担当
（☎5742－6671 ～3 Fax3777－1292）
品川都税事務所徴収課

（☎3774－6666内線2510）

課納税相談担当
3777－1292）

0）

オール東京   滞納 S
ス ト ッ プ

TOP   強化月間
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表します

手当名 内容 支給実績
支給職員1人当たり

平均支給年額

扶養手当 扶養親族のある職員に対する手当 133,017千円 185,777円

住居手当 職員の住居費の一部を補う手当 99,837千円 174,235円

通勤手当
通勤に要する経費を補助する手当

（6カ月定期券額を支給）
290,323千円 125,627円

管理職手当
管理または監督の地位にある職員に対し、

その職の特殊性に基づいて支給する手当
109,409千円 1,189,225円

初任給調整手当

採用による欠員補充が困難である専門的

知識を有する医師・歯科医師に対し、民間

における賃金較差を考慮した手当

6,665千円 2,221,600円

児童手当
支給要件に該当する児童を養育している

職員に対する手当
81,535千円 178,024円

教職員特別手当 幼稚園教諭等に対し、支給される手当 2,788千円 38,197円

30年 29年 対前年増減数

2,597人 2,580人 17人

男 女 計

1人 69人 70人

分限処分 懲戒処分

降任 免職 休職 降給 戒告 減給 停職 免職

― ― 45人 ― ― 1人 ― ―

採用区分

申込者数 受験者数 合格者数

29年度 28年度
対前年

増減数
29年度 28年度

対前年

増減数
29年度 28年度

対前年

増減数

Ⅰ類 17,662 17,989 △327 14,718 13,678 1,040 3,041 2,434 607

Ⅰ類新方式 452 569 △117 215 266 △51 54 71 △17

Ⅲ類 4,125 3,912 213 3,476 3,192 284 403 351 52

身体障害者 72 73 △1 63 62 1 32 26 6

経
験
者

2級職 1,246 1,251 △5 1,024 965 59 243 200 43

3級職

（主任主事Ⅰ）
894 901 △7 716 711 5 91 64 27

3級職

（主任主事Ⅱ）
564 572 △8 427 440 △13 15 16 △1

合計 25,015 25,267 △252 20,639 19,314 1,325 3,879 3,162 717

（単位：人）

　29年度の採用試験は、Ⅰ類〔事務、土木造園（土木）、土木造園（造園）、建築、機械、

電気、福祉、衛生監視（衛生）、衛生監視（化学）、保健師〕、Ⅲ類（事務）、身体障害者を

対象とする採用選考（事務）、経験者（民間企業等従事経験者）について実施しました。

　29年度の管理職選考は、23区・特別区人事厚生事務組合・特別区競馬組合・東京二十

三区清掃一部事務組合の合計で、受験者数606人、合格者数182人、合格率30.0％でした。

　採用者数189人のうち、区独自の採用として福祉（保育士・児童指導）職を47人、育

児休業代替任期付職員を38人採用しました。

29年4月1日～30年3月31日

退職者数［A］

29年4月2日～30年4月1日

採用者数［B］
増減［Ｂ－Ａ］

160人 189人 29人

　区職員の給与の状況や勤務条件などを区民の皆さんに知ってもらい、その公平性と透明性を高め、

区政運営の状況について一層理解をいただけるよう「品川区人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例」に基づき、そのあらましを公表します。

　詳しくは、区ホームページ、区政資料コーナー（第三庁舎3階）でご覧いただけます。

区分 給料 地域手当 通勤手当 報酬 期末手当 退職手当

区長 1,147,000円

給料月額

×12％

6カ月定期

券額を支給
―

〔29年度支給割合〕

 6 月期 1.64月分

12月期 1.64月分

 3 月期 0.25月分

　計 3.53月分

給料×在職年

×4.8

（在任期間ごと）

副区長 921,000円

給料×在職年

×3.4

（在任期間ごと）

議長

― ― ―

923,000円

―副議長 789,000円

議員 606,000円

　特別職の給料・議員の報酬月額などの支給状況です。

1 採用試験

2 管理職選考

種別 研修件数 職員1人当たり研修時間 延べ受講者数

区研修 344件 14.72時間 8,596人

特別区職員研修所研修 97件 3.00時間 522人

合計 441件 17.72時間 9,118人

区分 29年度認定件数

公務災害 30件

通勤災害 2件

　研修には、各区が独自に行う区研修と、23区が共同で行う特別区職員研修所研修が

あります。また、目的や受講対象者別に様々な研修が行われています。

　29年度における職員の健康診断は、定期健康診断、事務機器等作業従事者健診、消

化器系検診など計13種について実施し、延べ受診者数は10,448人でした。

1 研修（29年度）

2 健康診断

3 公務災害補償の認定

1 職員の退職と採用

2 職員数（各年4月1日現在）

3 年次有給休暇の取得

4 育児休業の取得（29年度取得者数）

5 分限処分、懲戒処分（29年度）

区分 29年度実績 28年度実績

支給実績 1,169,293千円 1,174,413千円

職員1人当たり平均支給年額 446千円 453千円

　正規の時間を超えて勤務した職員に支給される手当です。

5 時間外勤務手当

6 そのほかの手当（29年度実績）

平均取得日数

29年 28年

15.1日 14.9日

特別職の報酬などの状況（30年4月1日現在）

職員の研修、福祉、利益保護

特別区人事委員会の業務

職員の任免、勤務条件など

TOKYO交通安全キャンペーン

春と秋に続く第三の交通安全運

動として都内で実施されます。

例年12月は交通事故が多発し

ています。交通ルールの遵守と

正しい交通マナーを実践し、交

通事故防止に努めましょう。

問い合わせ／土木管理課交通安全係（☎5742－6615 Fax5742－6887）
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

からだメンテナンスヨガ、フラダンス、ゼンタング
ルアート、ハーバリウム、ハーバリウムアクセサリー、結んで作るペンダ
ントネックレス、入園入学グッズを作ろう、黒松の苔

こけ

玉教室、春のスワッ
グ（壁飾り）、マイカラーとマイスタイル、アロマテラピー、お灸

きゅう

ツボ押
し薬膳、九星気学推命入門、住まいで老活、親子で作ろう本格ハンバーガー、
ロボットプログラミング＜小学4～6年生＞、こどもボイストレーニング
＜小学生＞、ママと一緒にフラワーアレンジメント＜2～3歳児＞

1月期生
募集中！

NEW講座

メイプルカルチャー講座

○その他にも、様々なジャンルの講座を常時250以上開設しています。
詳しくは www.shinagawa-culture.or.jp/maple/で紹介しています。

12月1日㈯～7日㈮

①  子どもと高齢者の安全な通行の確保
と高齢運転者の交通事故防止

② 自転車の交通事故防止
③ 二輪車の交通事故防止
④ 飲酒運転の根絶
⑤ 違法駐車対策の推進

重点

T
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マイセルフ品川プラン～誰もが自分らしく～（素案）
■男女共同参画のための品川区行動計画（第5次）

　区では、男女共同参画社会の実現をめざし、「男女共同参画のための品川区行動計画（第4次）」「品川区配偶者

暴力対策基本計画」を策定し、様々な施策を進めてきました。

　平成30年度で両計画の計画期間が終了することに伴い、次の10年に向け、新たな計画を策定します。本計画は、

社会情勢の変化や女性を取り巻く新たな人権課題などに対応するため、「男女共同参画のための品川区行動計画（第

5次）」に「配偶者暴力対策基本計画」と「女性活躍推進計画」を一体化させ、「マイセルフ品川プラン～誰もが自

分らしく～」とすることとしました。この度、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

問い合わせ　人権啓発課男女共同参画担当（〠140－0011東大井5－18－1きゅりあん3階 男女共同参画センター☎5479－4104 Fax5479－4111）

区民一人ひとりが、互いに人権を尊重し、多様な生き方に配慮しつつ、

責任を分かち合い、能力と個性を発揮して、誰もが自分らしく、

いきいきと安心して暮らせる男女共同参画社会の実現

　性別や国籍、人種、文化などの違いにとらわれず、多
様な生き方を尊重し合い、自分らしい生き方をめざすこ
とが重要であり、男女共同参画の視点を浸透させ、互い
に支え合う地域社会をつくることを基本理念とします。

基本理念

基本目標

計画期間（10年間）

応募方法／12月21日㈮（必着）までに、

意見、住所、氏名、電話番号を人権啓発課

男女共同参画センターへ郵送かFAX、持参

●区ホームページの応募フォームも利用できます。
●「マイセルフ品川プラン～誰もが自分らしく～（素案）」は、男女共同参画セン

ター、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、地域センター、中小企業センター、
保健センター、文化センター、図書館、区ホームページでご覧いただけます。

皆さんのご意見を

お寄せください

Ⅰ  人権が尊重されるまち　しながわの実現

　　●男女平等意識の教育と啓発
　　●性的（セクシュアル）マイノリティへの理解促進と支援
　　●生涯を通じた健康づくりの支援
　　●共生社会の理解促進と支援

Ⅱ  あらゆる暴力の根絶

　  【配偶者暴力対策基本計画】

　　●配偶者等からの暴力の未然防止と早期発見
　　● 配偶者等からの暴力被害者の立場に立った相談の充実と

支援体制の整備
　　●セクシュアル・ハラスメントの防止
　　●性暴力の防止
　　●区の体制整備および関係機関との連携

Ⅲ  女性の活躍と仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

　  の推進【女性活躍推進計画】

　　●女性の活躍への支援
　　●働く場におけるワーク・ライフ・バランスの推進
　　●家庭生活におけるワーク・ライフ・バランスの推進
　　●地域におけるワーク・ライフ・バランスの推進

Ⅳ  男女共同参画のまちづくりの推進

　　●地域活動における男女共同参画の推進
　　●防災・まちづくりにおける男女共同参画
　　●政策・方針等の意思決定における男女共同参画
　　●男女共同参画センターの機能の充実

女優という仕事のやりがいや楽しさなど、様々な場面での

経験を交え、明日へ一歩踏み出すあなたへ、エールを贈り

ます。

サヘル・ローズ（女優）
「出会いこそ生きるチカラ」

ズ

女性の活躍推進講演会

会場／きゅりあん（大井町駅前）

対象・定員／16歳以上の方250人

（抽選）

託児／1歳～就学前のお子さん

※おやつ代実費。

申込方法・問い合わせ／1月15日㈫

（必着）までに、往復はがき（1人1

枚）で講演名、住所、氏名（ふりが

な）、年齢、性別、電話番号、手話

通訳希望の有無、託児希望の方は

お子さんの氏名・月年齢・性別を文化観光課生涯学習係（〠140－

8715品川区役所☎5742－6837 Fax5749－6893）へ

○区ホームページから電子申請もできます。

　いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）階段で2階へあがります

　平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）

日時／月～金曜日午後1時～
5時　※祝日等を除く。
申込方法／当日午後4時まで
に、電話でいきいきラボ関ヶ
原☎6902－0025へ

パソコン&
タブレット相談
〈55歳以上の方対象〉

シニアのためのＩＣＴ教室

パソコン＆タブレットを楽しむ

コース 対象 内容 日時（全4回）

パソコン
（Windows10）
はじめてコース
〈インターネット入門〉

パ ソ コ ン
にはじめて
触れる方

マウス・キーボー
ド操作、インター
ネット、メール体
験など

①1月の火曜日
②2月の火曜日
9:30～12:00

パソコン
（Windows10）
なれようコース
〈ワード入門〉　

ゆっくりで
も 日 本 語
入 力 が で
きる方

文書作成、表作
成、写真入りカー
ド作成など

③1月の火曜日
④2月の火曜日
13:30～16:00

タブレット（iPad）
ふれようコース　

タブレット
にはじめて
触れる方

基本操作、イン
ターネット、写真
撮影、メール体
験など

⑤1月の水曜日
⑥2月の水曜日
13:30～15:30

コース 対象 内容 日時（全4回）

タブレット
（iPad）
ふれようコース

タブレット
にはじめて
触れる方

タブレット基本操作、
インターネット、写真
撮影、メール体験など

⑦1月の木曜日
⑧2月の木曜日
9:30～11:30

タブレット
（iPad）
たのしむコース

タブレット
の基本操作
ができる方

各種設定、アプリ体験
（カレンダー、写真編集、
電子書籍、You Tube、
ゲームなど）

⑨1月の木曜日
⑩2月の木曜日
13:30～15:30

対象・定員／区内在住か在勤
で、自分で会場まで来られる
55歳以上の方各12人（抽選） 
費用／各2,000円（教材費込）
申込方法・問い合わせ／12月
14日㈮（必着）までに、はが
きかFAXで教室名、希望番号、
住所、氏名（ふりがな）、年
齢、電話番号を高齢者地域支
援課介護予防推進係（〠140
－8715品川区役所☎5742－
6733 Fax5742－6882）へ
※パソコンコース、タブレット
コースそれぞれ1通のみ申し込
み可。

2月28日㈭ 

2019年度～2028年度　※計画は概ね5年後に見直しを行います。

本計画は、4つの基本目標に沿って施策を進めていきます。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW は今回の計画で新たに取り組むものです

●配偶者暴力対策基本計画

●女性活躍推進計画〔 　 〕

午後6時30分～8時

にご意見をお寄せください
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「品川区空き家等対策計画（素案）」
にご意見をお寄せください

　区では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」と「品川区空き家等の適正管理等に関する条例」に基づき、

空き家等に関する総合的かつ計画的な対策を進め、品川区まちづくりマスタープランに示されている「誰もが

安心し快適で暮らしやすい住環境の整備」を実現するために、「品川区空き家等対策計画」を策定することと

しました。

　この度、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

問い合わせ　住宅課空き家対策担当（〠140－8715品川区役所本庁舎6階☎5742－6777 Fax5742－6963）

応募方法／12月28日㈮（必着）までに、

意見、住所、氏名、電話番号を住宅課空

き家対策担当へ郵送かFAX、持参

●区ホームページの応募フォームも利用できます。
●「品川区空き家等対策計画（素案）」の全文は、住宅課（本庁舎6階）、区政資

料コーナー（第三庁舎3階）、地域センター、文化センター、品川図書館（北品
川2－32－3）、区ホームページでご覧いただけます。

皆さんのご意見を

お寄せください

計画の位置づけ

品川区空き家等
対策計画の概要

計画期間（10年間）

空家等対策の推進に関する特別措置法第6条

第1項に規定する「空家等対策計画」です。

品川区空き家等対策計画は、今後増加すると

予想される空き家等に対し、3つの方向性「発

生の予防」「適正管理の促進」「有効活用の推

進」と、4つの方針「空き家化の予防・発生抑制」

「適正な管理の促進」「自主的な除却の支援」

「空き家等の利活用、流通の推進」を掲げ、

区民等や、専門家団体・民間事業者と連携し

て取り組むことなどを定めた計画です。

2019（平成31）年度～2028（平成40）年度

1. 

発生の予防

2.

適正管理の

促進

3. 

有効活用の

推進

空き家化の

予防・発生抑制

適正な管理の

促進

自主的な除却の支援

空き家等の利活用、

流通の推進

空き家にならないように、空き家による周辺への影響や困りごと

などの知識を高め、所有者等の管理意識の向上に取り組みます。

空き家等を適切に管理してもらうため、所有者等に対して支援制度

などの紹介を行うとともに、適正な管理を促していきます。

空き家を自身で取り壊す際の支援をするため、所有者等に対して

除却に関する助成制度などの情報を発信していきます。

空き家等の活用や売買を積極的に行っていただくため、専門家な

どと連携し、相談体制を拡充します。

地域活性化などに向け、

空き家の有効活用を推進する。

空き家にしない

対策を進める。

管理されずに放置された

空き家等の適正管理を

促進する。

方針❶

方針❷

方針❸

方針❹

3つの方向性

4つの方針

申込日 配達日
※3月は10日締め切り・月末までに配達。

※配送日は事前に区指定業者から連絡あり。

1日～25日 翌月中旬

26日～月末 翌々月中旬

申込方法・問い合わせ／電話かはがき、FAXに「消火器購入」か「消火器詰め替え」とし、

住所、氏名、電話番号（昼間連絡のとれる）、希望本数、古い消火器の処分希望の有無

と本数を防災課（〠140－8715品川区役所☎5742－6696 Fax3777－1181）へ

※耐用年数（おおむね10年）・標準使用期限を経過したものは詰め

替えできません。　※詰め替え目安は製造からおおよそ5年です。

種類 薬剤重量 あっせん価格

購入
粉末消火器5型

（国家検定品）
1.5㎏ 4,600円

詰め
替え

粉末薬剤 1～3.5㎏ 3,300～6,200円

強化液薬剤 3～4ℓ 5,400～6,200円

中性強化液薬剤 2ℓ 6,200円

火災は小さいうちの消火が肝心です。いざという時の

ために十分な消火能力を持つ消火器を備えましょう。
家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん

＊あっせん対象の消火器を店頭で直接購入できます。あっせん価格
（4,600円）で購入するには、印鑑（スタンプ印不可）が必要です。

区指定業者 所在地 電話番号

神谷商会＊ 西品川 1 －28－25 3783－4882

後藤商会＊ 南大井 4 －18－18 3762－0376

前出工機＊ 東五反田 3 －17－ 5 3449－1581

和田商会＊ 二　葉 2 － 8 －13 3782－1885

東日工業 西五反田 2 －24－ 9 3494－8936

悪質業者に注意！

配達時には、区指定業者が購入者本

人の申込はがき・FAX・電話申込受

付票に防災課の収受印を押印したも

のを必ず持参します。区・消防署で

は訪問販売や電話での勧誘は一切し

ていません。あっせんに便乗した悪

質な業者には十分ご注意ください。

不審な訪問や電話がありましたら、

防災課までご連絡ください。

指定業者が
ご自宅へ

お届けします！

●申し込み・配達
○区ホームページから電子申請もでき

ます。

※購入・詰め替えの申し込みと同時

の場合に限り、古い消火器を1本1,100

円（消火器リサイクルシール貼付の

ものは600円）で引き取ります。

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。

○FAX・Eメールでも相談を受け付けています。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。
Fax／3458－9504　
Ｅメール／ akiya-hotline@shinagawa-tsk.co.jp
問い合わせ／住宅課空き家対策担当
　　　　　　（☎5742－6777 Fax5742－6963）

☎3450－4988
　開設日　月・水・金曜日の午前9時～正午
　　　　　※祝日・年末年始を除く。　

相談は

無料です
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職種 応募資格 勤務場所
勤務
日数

報酬額等

教育心理

相談員

大卒以上で心理学、発達障害、関連

学科を履修し、教育相談や心理判定に

関して専門的技能を持つ方

区立学校、教

育総合支援セ

ンター

週3日
月170,600

～178,700円

月16日

月210,000

～220,000円

スクール

ソーシャル

ワーカー

社会福祉士か精神保健福祉士の資格

を有し、社会福祉などに関し相当の技

能を持つ方

区立学校、教

育総合支援セ

ンター、適応

指導教室

月240,000円

教育相談員
教員免許所持者、なお公立学校での

指導経験などがある方がより望ましい
適応指導教室 月194,400円

募集人数／若干名 　勤務時間／午前8時30分～午後5時15分

※社会保険、有給休暇あり。交通費別途支給。  ※報酬額は30年10月現在。

選考方法／書類選考、面接 　

※書類選考通過者には面接日時を12月17日㈪に電話連絡。面接日は12月18日㈫

～26日㈬を予定。  

提出書類／履歴書、アンケート（教育心理相談員のみ）

※アンケート様式は区ホームページよりダウンロードすること。 

申込方法・問い合わせ／12月14日㈮（必着）までに、履歴書の備考欄と封筒の表

に応募職種を記入し、教育総合支援センター教育事務係（〠141－0031西五反田

6－5－1☎3490－2005 Fax3490－2007）へ履歴書を郵送

平成31年度  非常勤職員などの

採用候補者を募集します

● 詳しくは、区のホームページ（トップページ＞環境・まちづくり＞建築・住宅関連＞コンクリートブロック塀等

安全化支援）をご覧になるか、お問い合わせください。

　助成対象となる塀　 道路沿いのコンクリートブロック塀、万年塀、石積塀、レンガ塀

　助成対象者　 塀の所有者　※宅地建物取引業者で、販売目的の工事は対象となりません。

コンクリートブロック塀 万年塀 石積塀 レンガ塀

問い合わせ／建築課審査担当（構造）（☎5742－9172 Fax5742－6898）

助成内容
塀の除却工事費助成

実際にかかった工事費を助成

限度額3万円／ｍ

軽量フェンス等設置工事費助成

❶の除却工事後のフェンス新設工事費を

　一部助成

○建築基準法第42条2項道路（細街路）に面する

塀は、細街路整備協議によってセットバックが必

要となる場合があります。

1 2

既存の塀

道路 宅地

0.8ｍ以上
元の塀より

低くする

軽量フェンスの部分

限度額1.6万円／ｍ

ブロック積等の部分

限度額2.6万円／ｍ

（高さ0.5ｍ以下）

10分の10を助成
かかった費用の

2分の1を助成

12月6日㈭・7日㈮に開催する本会議での一般質問の様子が、ケーブルテレビ品川で

放送されます。区議会本会議の放送では、手話通訳を取り入れています。

問い合わせ／区議会事務局

（☎5742－6809 Fax5742－6895 gikai.city.shinagawa.tokyo.jp/）

ケーブルテレビ放送区議会の

●12月7日㈮の一般質問

内　　容 放送日時

のだて　稔史

（共　産）

12/12㈬ 21:00～22:00

（再）12/15㈯ 16:00～17:00

渡辺　裕一

（自・未）

12/13㈭ 16:00～17:00

（再）12/16㈰   9:00～10:00

浅野　ひろゆき

（公　明）

12/13㈭ 20:00～20:45

（再）12/16㈰ 11:00～11:45

大倉　たかひろ

（民・無）

12/13㈭ 21:00～21:45

（再）12/16㈰ 12:00～12:45

伊藤　昌宏

（自・未）

12/14㈮ 16:00～17:00

（再）12/16㈰ 14:00～15:00

田中　さやか

（ネット）

12/14㈮ 20:00～20:45

（再）12/16㈰ 15:00～15:45

高橋　しんじ

（無所属）

12/14㈮ 21:00～21:45

（再）12/16㈰ 16:00～16:45

●12月6日㈭の一般質問

内　　容 放送日時

本多　健信

（自・未）

12/10㈪ 20:00～21:00

（再）12/15㈯   9:00～10:00

あくつ　広王

（公　明）

12/10㈪ 21:00～21:45

（再）12/15㈯ 11:00～11:45

おくの　晋治

（共　産）

12/11㈫ 20:00～20:45

（再）12/15㈯ 12:00～12:45

木村　けんご

（民・無）

12/11㈫ 21:00～21:45

（再）12/15㈯ 14:00～14:45

須貝　行宏

（無　品）

12/12㈬ 20:00～20:45

（再）12/15㈯ 15:00～15:45

ケーブルテレビ放送以外にも本会議のインターネット生中継をしています。また、

本会議終了後おおむね1週間で録画配信しています。品川区議会ホームページの「イ

ンターネット中継」からご覧ください。

問い合わせ　建築課耐震化促進担当

（☎5742－6634 Fax5742－6898）

道路沿いのコンクリートブロック塀等の

除却助成をはじめます
大地震や台風などの自然災害による塀の倒壊から人命を守るため、

安全性が確認できない道路沿いの塀の除却などを支援します。

住宅の耐震化を

支援します

　今のおすまいが大地震に耐えられるか、

不安はありませんか。必ず起こる、また、

いつ発生してもおかしくない大地震に対し

「倒れない」万全の備えをするために、区で

は耐震化を支援しています。

　詳しくはお問い合わせください。

  支援内容    

●一級建築士が実施する無料相談

● 耐震診断・補強設計・改修工事費用の一

部を助成

　対象者　

昭和56年以前に建てられた住宅（共同住宅

を含む）を所有する個人の方
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食中毒冬こ
そ

注意
！

ノロウイルスって？

　ノロウイルスは冬季を中心に発生する感染性胃腸炎の原因となるウイルスで

す。感染力が非常に強く、ごく少量（数個から100個程度）のウイルスでも口か

ら体内に入ることで感染します。

　感染してから1 ～2日でおう吐、下痢、腹痛、発熱などの症状を起こします。

どうやって感染するの？

　ノロウイルス食中毒の原因食品は、ウイルスがついた手・調理器具で汚染され

た食品やカキなどの二枚貝類です。人がノロウイルスに感染してしまうと、体調

が回復した後でも1週間、長い場合は1カ月以上もウイルスが体内に残り、便から

排出され続けると言われています。感染者のおう吐物やふん便を介して人から人

へ感染をし、汚物に直接触れなくても、乾燥した汚物から空気中に漂い出たウイ

ルスを吸い込んで感染することがあるので、汚物の処理は特に注意が必要です。

ノロウイルス食中毒の予防のポイント

□ 手洗い

□ 加熱

□ 消毒

食中毒かな？と思ったら…

　おう吐や下痢が続いた場合は脱水症状に注意し、

水分を十分に補給しましょう。

　また、食中毒の初期症状（おう吐、下痢、発熱など）

は食中毒特有のものではないので、自分で判断す

るのは危険です。症状がひどい時には速やかに医

療機関を受診しましょう。

食肉の生食による食中毒が増えています！

　生の肉や内臓には、腸管出血性大腸菌（O157）などの食中毒菌が付着している

ことがあり、十分に加熱しないで食べると食中毒が発生する危険性があります。と

くに抵抗力の弱い小児や高齢の方は重症化する可能性が高いため注意が必要です。

　原因になりやすい食品

●鶏肉の刺身やたたき

●加熱不十分な焼き鳥、ハンバーグなどの肉料理　など

　予防方法

●食肉は中の色が完全に変わるまで十分に加熱をする

●調理器具は中性洗剤で洗浄し、消毒してから他の調理に使う

●生肉を取り扱う箸などは専用のものを使う

●生肉を触ったら必ず石けんで手洗いをする

　主な症状

●腸管出血性大腸菌（O157）

　3～8日後に激しい腹痛、水様下痢（血便がでることがあります）など

●カンピロバクター

　2～7日後に下痢、腹痛、発熱など

●サルモネラ

　6～72時間後に激しい腹痛、下痢、発熱、おう吐など

アニサキスによる食中毒が増えています！！

　アニサキスは寄生虫の一種で、サバ、イワシ、カツオ、サケ、イカ、サンマ、

アジなどの魚介類に寄生する2～3cmの白い線虫です。アニサキスが寄生してい

る魚介類を生や生に近い状態で食べてしまうと、数時間で激しい腹痛、悪心、お

う吐を生じます。

□ 加熱（60℃、1分以上）、冷凍（ー20℃、24時間以上）処理が効果的です。

一般家庭用の冷凍庫や料理で用いる程度のわさび、しょう油、酢ではアニ

サキスは死にません。

□目視で確認して、アニサキスを除去しましょう。

食中毒は年間を通じて発生していますが、気温が

下がり乾燥する冬場は、ノロウイルスによる食中

毒が猛威を振るう傾向にあります。予防のポイン

トを押さえ、冬も元気に過ごしましょう。

… 手洗いは感染予防の基本です。調理前・後、トイレやおむつ交換の

あと、食事の前など、しっかりと手を洗いましょう。石けんを泡立て

30秒を目安に十分にこすり洗いした後、流水（できるだけ温水）で

洗い流すことによりウイルスを洗い落としてください。

…… ノロウイルスは加熱することで感染力を失います。食品は中心部ま

で85～90度で1分以上、しっかり火を通して食べましょう。

…… おう吐物やふん便を片付けるときは、換気を行い、マスクとプラスチッ

ク手袋をつけ、直接触らないようにしましょう。おう吐物、ふん便が

床、衣服などに付着したときは速やかにふきとり次亜塩素酸ナトリウ

ム（塩素系漂白剤）で消毒しましょう。

採用職種 受験資格 採用予定数 主な勤務場所 第1次選考

栄養士（Ⅰ類）

国籍を問わず、次の全てにあてはまる方　
①平成元年4月2日以降に生まれた　
②管理栄養士免許を有する（31年3月31日までに免許取得見込みを含む）

若干名

区役所・
保健所など

択一（教養）・
論文

学芸研究（Ⅰ類）

国籍を問わず、次の全てにあてはまる方　
①昭和54年4月2日以降に生まれた　
②大学を卒業し、学芸員資格を有する（31年3月31日までに大学を卒業、
資格取得見込みを含む）　　　

区役所・
歴史館など

択一（教養）・
論文

事務（Ⅰ類）

【一般任期付職員】＊1
日本国籍を有し、平成9年4月1日までに生まれた方 5人程度 区役所など

論文
保健師（Ⅰ類）

【育児休業代替任期付職員】＊2

国籍を問わず、次の全てにあてはまる方　
①平成9年4月1日までに生まれた　
②保健師免許を有する（31年3月31日までに免許取得見込みを含む）

若干名

保健所・
保健センターなど

看護師（Ⅱ類）

国籍を問わず、次の全てにあてはまる方　
①昭和49年4月2日以降に生まれた　
②看護師免許を有する（31年3月31日までに免許取得見込みを含む） 保育園など　

択一（教養）・
作文

看護師（Ⅱ類）

【育児休業代替任期付職員】＊2

国籍を問わず、看護師免許を有する方（31年3月31日までに免許取得見込
みを含む）　

作文
福祉（保育士／児童指導・Ⅱ類）

【育児休業代替任期付職員】＊2

国籍を問わず、次の全てにあてはまる方　
①平成11年4月1日までに生まれた　
②保育士資格を有し、平成31年4月1日時点で、都道府県知事の保育士登
録を受けている（取得・登録見込みを含む）

20人程度
保育園・

児童センターなど

事務（Ⅲ類）

【育児休業代替任期付職員】＊2
日本国籍を有し、平成13年4月1日までに生まれた方 10人程度

区役所・
地域センターなど

技能Ⅵ（作業Ⅲ） 国籍を問わず、昭和59年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方 若干名 清掃事務所など
択一（教養）・

作文

任用開始／4月1日㈪以降　

第1次選考日／1月20日㈰　　　

第2次選考日／2月中旬頃（面接）

実施要綱・申込書配布場所／人

事課（本庁舎5階）、地域センター、

サービスコーナー、保健センター、

品川歴史館　など

申込方法・問い合わせ／1月4日

㈮（必着）までに、申込書を人

事課人事係（〠140－8715品川

区役所☎5742－6628 Fax5742

－6872）へ簡易書留で郵送か持

参

※申込方法・受験資格など、詳しく

は実施要綱で必ずご確認ください。

※実施要綱は、区ホームページから

ダウンロードもできます。郵送で請

求する場合はお問い合わせください。

※事務（Ⅰ類）の一般任期付職員と、

事務（Ⅲ類）の育児休業代替任期付

職員は併願できます。

※看護師（Ⅱ類）と、看護師（Ⅱ類）

の育児休業代替任期付職員は併願で

きます。
＊1　一般任期付職員とは「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」の規定に基づき、あらかじめ任期を定めて採用する正規の職員です。

＊2　育児休業代替任期付職員とは「地方公務員の育児休業等に関する法律」の規定に基づき、あらかじめ任期を定めて採用する正規の職員です。

品川区職員募集

問い合わせ　生活衛生課食品衛生担当（☎5742－9139 Fax5742－9104）

　30年6月13日に、「食品衛生法等の一部を改正する
法律」が公布されました。
　本改正は、食をとりまく環境変化や国際化などに対
応し、食品の安全を確保するため、「HACCP（ハサップ）

に沿った衛生管理の制度化」や「営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設」
などを柱とする、15年ぶりの大きな改正です。

食品衛生法が

改正されました
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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.9

東京2020オリンピックまで601601日、パラリンピックまで633633日です 12月1日
現在

　ビーチバレーボールが開催されるのは、ゆり

かもめ「台場駅」または「船の科学館駅」から

徒歩5分の都立潮風公園です。潮風公園は臨海

副都心内では最も大きな公園で、東京湾はも

ちろん、レインボーブリッジやダイナミックな

大井コンテナふ頭を眺めることができますよ。

　一方、ホッケーが開催されるのは東京モノ

レール「大井競馬場前駅」から徒歩8分の都立

大井ふ頭中央海浜公園。都内有数規模のスポー

ツ公園である「スポーツの森」と、豊かな緑

と水辺に親しめる「なぎさの森」からなって

います。なぎさの森では釣りやバーベキュー

も楽しむことができますよ。スポーツの森に

建設中の会場は、ホッケーの国際大会が開催

できる都内初のスタジアムとして、2019年6

月下旬完成予定です。

完成前に！区の競技会場地に
でかけてみよう！！

品川区応援3競技　ホッケー、ビーチバレーボール、ブラインドサッカー

藤尾香
織

×
2020

品川区東京2020大会
コミュニケーター

元ホッケー日本代表

藤尾香織

28年6月時点の大会後イメージ図　提供：東京都

　初心者対象スケートボード教室

日12月22日㈯ 午前10時～正午
場八潮北公園スケートボード場（八潮1－3－1）　
※雨天中止。
人20人（先着）  ※小学生以下のお子さんは保護者同伴。
持ち物／ヘルメット、スケートボード、住所・氏名・
生年月日が確認できるもの（健康保険証、学生証など）
￥200円、小学生以下100円
申 問月～金曜日の午前9時～午後5時に、電話で八潮
北公園管理事務所☎・Fax3790－2550へ

　総合体育館トレーニング室
　天皇誕生日特別プログラム

日程 時間 種目

12/23
㈷

  9:30～10:30 メタボ対策！運動不足解消教室＊
10:45～11:45 ボディパンプ（朝の筋トレ）＊
13:30～14:15 かんたんエアロ＆腹筋＊
14:30～15:15 ヨーガストレッチ
18:30～19:15 ボディパンプ（夜の筋トレ）＊
19:30～20:15 ボディコンバット＊

12/24
㉁

  9:30～10:30 やさしいヨーガ
10:45～11:45 脂肪燃焼ステップ＆筋トレ＊
12:00～13:00 ボディバランス（姿勢調整）
13:15～14:15 はじめてのヨーガ

＊の種目は上履きが必要。

人16歳以上の方各20人（先着）
￥1種目400円
場 参 問当日、運動できる服・タオル・飲み物を持って、
直接総合体育館へ

　第70回会長杯争奪卓球大会

日1月13日㈰ 午前9時30分試合開始
場総合体育館
種目／一般種目：男子・女子
年代種目：中学生以下男子・女子、18歳以下男子・女子、
49歳以下男子・女子、50歳以上男子・女子、60歳
以上男子・女子、70歳以上男子・女子、初級の部男
子・女子　※一般種目と年代種目の重複に限り、1人
2種目出場可（女子は男子種目に出場可）。　
※参加者数による種目・試合形式の変更あり。　
※年齢は31年4月1日現在。
￥1種目1,200円、連盟登録者900円
※18歳以下は、1種目500円。
主催／品川区卓球連盟
申 問12月25日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　空手道教室

日1月8日～3月26日の火曜日
午後7時30分～8時30分（全12回）
場総合体育館
人16歳以上の方若干名（抽選）
￥4,800円、保険料（64歳以下1,850円、65歳以上
1,200円）
申 問12月20日㈭（必着）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ

　ラージボール卓球教室

日1月9日～2月6日の水曜日
午前9時30分～11時30分（全5回）
場総合体育館
人30人（抽選）
￥2,500円（ボール代・保険料込）
申 問12月19日㈬（必着）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名、年齢、電話番号、経験の有無をスポー
ツ協会へ

　初心者硬式テニス教室（夜間）

日1月17日～3月7日の木曜日
午後7時～9時（全8回）
場総合体育館
人学生を除く16歳以上の方30人（抽選）
￥5,000円（ボール代・保険料込）
申 問12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、電話番号をスポーツ
協会へ

　クラブカップM
ミ ッ ク ス

IX（硬式テニス）

日1月13日㈰ 午前8時45分から  
※3月31日㈰準決勝、決勝。　※予備日3月24日㈰。
場しながわ区民公園（勝島3－2）、八潮北公園（八潮
1－3）　※会場は選べません。
試合方法／男女のチームでのトーナメント戦（MIXダ
ブルス3本対抗戦6人編成）
人区内在住か在勤の団体、連盟登録者
￥1チーム12,000円、連盟登録チーム9,000円
主催／品川区テニス連盟
申 問12月25日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　第24回区民マスターズ水泳大会

●個人部門（1人3種目まで可）

種目／自由形・背泳・平泳ぎ・バタフライ（各25ｍ）、
個人メドレー（100ｍ）
年齢区分／16区分（①18～24歳②25～94歳で5歳
ごとの14区分③95歳以上）
￥1種目750円
●リレー部門（1チーム4人100m）

年齢区分／4人の合計により7区分（①72～119歳②
120～319歳で40歳ごとの5区分③320歳以上）
￥1チーム1,700円
────────────共通────────────
日2月11日㈷ 午前9時から
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
申 問1月17日㈭までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※ローカル・ルール（飛び込みは台下から可など）が
あります。　※年齢は大会当日の年齢。

●スポーツ推進課  

地域スポーツ推進係（第二庁舎6階）

〠140－8715　広町2－1－36

☎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12月17日㈪はお休みです

レッツ スポーツ

　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12月11日㈫・25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12月4日㈫・18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　￥1回100円　
●キンボール教室

日12月4日～25日の火曜日 午後7時～9時　
場冨士見台中学校（西大井5－5－14）
￥1回200円、中学生以下・70歳以上100円

●ノルディックウオーキング＊

日12月6日㈭・13日㈭・20日㈭ 午前10時～11時　
場文庫の森（豊町1－16）　※雨天中止。
集合場所／戸越体育館前
￥1回100円　※貸し出し用ポールあり。
●文化教室＊

日 内12月3日㈪ 午後7時～8時30分＝折り紙教室
24日㉁午後7時～8時30分＝マジック教室　
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）　￥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

今回のコラムでは東京2020オリンピックの
品川区競技会場を紹介します。

　冬季ゴルフ教室

※費用は貸しクラブ・ボール代込み。
※最少催行人数は、A ～ Eコース各5人。
申 問12月18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、年齢、電話番号
をスポーツ協会へ協会

コース 対象 日時（1回1時間・全8回） 費用 定員 会場

A

初級者
中級者

1/27～3/31 日 19:40

各
19,000円

各10人
（抽選）

馬込ゴルフガーデン
（大田区北馬込1－30
－4）

B
1/28～3/25

月 13:00

C 月 14:15

D 1/29～3/26 火
17:15

E 1/31～3/28 木

F

初心者
初級者
中級者

1/7～2/25 月
16:15

各6人
（抽選）

加藤農園ゴルフリン
クス（大田区新蒲田
3－12－2）

G 18:45

H 1/8～2/26 火 15:00

I
1/12～3/2 土

11:15 各
20,000円J 18:45
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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

ご寄付をありがとう
ございました
（敬称略・順不同）

三菱自動車STEP募金＝交通安全絵本（全6巻）8セット

丸山公一＝雛
ひな

飾り

〔地域振興基金〕60,000円（9・10月分）

中尾誠利＝20,000円　ほか

〔ふるさと納税〕125,000円（9・10月分）

仲野茂雄＝30,000円　益田和典＝60,000円

横山國人＝30,000円　ほか

〔水辺千本桜に関するふるさと納税〕2,495,000円（9・10月分）

志村範一＝100,000円

竹谷敏之＝50,000円

羽山久仁江＝50,000円

金子英子＝50,000円

小松哲夫＝50,000円

尾和直之＝50,000円

谷直樹＝50,000円

大石健一＝50,000円

鈴木博雄＝50,000円

谷内幸久＝50,000円

茂木謙＝50,000円

福嶋愛子＝50,000円

石渡一葉＝30,000円

岡本陽子＝30,000円

酒井和子＝30,000円

本村香都子＝30,000円

小松宏治＝30,000円

横井かりん＝10,000円

ほか

　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。心理
士が助言します。
日12月14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12月17日㈪ 午後1時30分～4時
内作業療法士による体操と助言と交流会
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　

　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12月17日㈪ 正午～午後3時
※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。
場 申当日、直接区役所啓発展示室（第二
庁舎3階）へ
運営／品川栄養士会
問健康課健康づくり係

（☎5742－6746 Fax5742－6883）

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）

12月2日㈰

9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）

12月2日㈰

 金城医院 西大井 4 － 2 － 5 ☎3772－1660

 大木歯科医院 北品川 1 － 8 －12 ☎3740－4182

 まぶち歯科医院 旗の台 5 － 6 － 7 ☎3788－8211

 みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450

 押田接骨院 小　山 2 － 8 －13 ☎3787－8036

12月9日㈰

 酒寄医院 東大井 2 －26－ 3 ☎3761－3250

 大石歯科クリニック 北品川 1 －23－18 ☎3474－8110

 西小山歯科クリニック 小　山 6 － 6 － 8 ☎3781－4664

 スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816

 しおざわ接骨院 西中延 2 －18－20 ☎5702－8158

  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）

12月1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

12月8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

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

※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

キ
リ
ト
リ
線

　認知症を予防します！「計画力育成講座」～第2期参加者募集～

　わくわくクッキング参加者募集

効果的なウオーキングの方法の紹介や、日帰り旅行の計画・実践を通じて脳を活

性化し、認知症を予防する講座です。
日1月11日～2月22日の金曜日 午後2時～3時45分（全7回）
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人区内に住民登録があり、自分で会場への往復ができる65歳以上の方24人（抽選）
￥1,000円（教材費）　※日帰り旅行の実践に必要な交通費などは自己負担。
申 問12月14日㈮（必着）までに、はがきかFAXに「計画力育成講座」とし、住所、

氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を高齢者地域支援課介護予防推進係（〠140－

8715品川区役所☎5742－6733 Fax5742－6882）へ

健康維持をめざして、料理を作り、食生活について学びませんか。
教室名 日程（全10回） 会場 申込先

①平塚橋
1/10～3/14の
木曜日

平塚橋ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

みんなの食育☎6674－1803
（火曜日を除く10:00 ～17:00）

②荏原
1/11～3/22の
金曜日

荏原文化センター
（中延1－9－15）

長寿社会文化協会☎5405－1501
（祝日を除く月～金曜日10:00 ～17:00）

③八潮
1/15～3/19の
火曜日

八潮区民集会所
（八潮5－10－27）

品川栄養士会☎070－6657－6875
（祝日を除く月～金曜日9:00 ～17:00）

※時間は午前10時～正午。

人区内に住民登録があり、自分で会場への往復ができる65歳以上の方

①12人②③各16人（抽選）
￥各2,000円（材料費別）
申12月14日㈮までに、本人が電話で各申込先へ
問高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

シニアクラブキッズクラブ

日12月22日㈯ 午前10時～午後2時　
場杜松ホーム（豊町4－24－15）　人区内在住の小学生と保護者20組（抽選）
￥1人1,000円（保険料・昼食代・材料費込）
申 問12月12日㈬（必着）までに、往復はがきに「もちつき」とし、住所、参
加者全員の氏名、お子さんの学年、電話番号を子ども育成課庶務係（〠140
－8715品川区役所☎5742－6692 Fax5742－6351）へ

　少年少女武道教室

　親子ネイチャープロジェクト（第3弾）
　「親子でもちつき体験・お正月飾り作り」　　　　　　　　  電子

教室名 日時（全10回） 費用

空手道 1/  8～3/12の火曜日 18:30 ～19:30
各2,800円

（保険料込）
剣道 1/  9～3/13の水曜日 16:00 ～18:00

柔道 1/10～3/14の木曜日 18:30 ～19:30

人小・中学生若干名（抽選）
場 申 問12月20日㈭（必着）までに、往復はがきで教室名、住所、氏名、
電話番号、学年を総合体育館へ

　冬季ジュニアゴルフ教室

コース 対象
日時

（全8回）
費用

定員

（抽選）
会場

ＪＡ 小・
中学生

1/10～2/28 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 1/11～3/1 金 18:45～19:45

※費用は、貸しクラブ・ボール代込み。

申 問12月18日㈫（必着）までに、往復はがきで教室名、コース（第2希望
まで）、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

キリトリ線

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。

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

Fax5742 6883）
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12月の区議会

議会運営委員会／5日㈬・18日㈫ 午前10
時30分
本会議／6日㈭ 午後1時、7日㈮ 午前10時
19日㈬ 午後1時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／

10日㈪・11日㈫ 午前10時
行財政改革特別委員会／12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／13日㈭ 午前10時
※傍聴券は、開会の1時間前から交付しま
す。なお、傍聴席には限りがあります。
問区議会事務局

（☎5742－6809 Fax5742－6895）

区立の小・中・義務教育学校の入学予定

者へ就学指定通知書（はがき）を送ります

31年4月に入学するお子さんに、就学する
学校を指定し、入学説明会などの案内を
記載した「就学指定通知書」（はがき）を
12月7日㈮に発送します。なお、義務教育
学校在籍の方で、7年生にそのまま進級す
る方については、「就学指定通知書」（はが
き）は送付しません。また、次に該当する
方は、学務課までご連絡ください。
● 品川区立学校以外（国立・私立など）に
入学する方
● 通知書の住所・氏名・生年月日・保護者
名などに誤りのある方
● 転居・転出の予定のある方
【外国籍の方の入学手続き】

外国籍で区立学校へ入学を希望する方や
31年3月に小学校を卒業予定で、区立中
学校・義務教育学校へ入学を希望し、入
学の手続きを行っていない方は、お早めに
学務課で手続きをしてください。
問学務課学事係（第二庁舎7階☎5742－
6828 Fax5742－0180）

国民健康保険医療費通知を送付します

品川区国民健康保険加入者で、医療機関・
柔道整復師（接骨院）に受診歴のある方
へ過去12カ月間（29年11月～30年10月）
の医療費・施術費の月額をお知らせします。
発送時期／1月下旬
通知単位／個人宛て（ただし、18歳到達
後最初の3月31日までは世帯主宛て）
○この通知は、皆さんの健康づくりに役立
てていただくためにお送りしています。今
回の通知より、医療費控除の明細書として
使用できます。
問国保医療年金課給付係

（☎5742－6677 Fax5742－6876）

女性相談員による面接相談

（性別不問）

●法律相談（離婚、相続などの法律問題）
日1月9日㈬・15日㈫ 午後1時～3時30分、
21日㈪ 午後5時30分～8時
●カウンセリング相談（生き方、人間関係、

セクシュアリティなどの悩みごと）

日1月24日㈭ 午後1時～4時
●ＤＶ相談（配偶者・恋人などからの暴力）

日1月11日㈮ 午後5時30分～8時30分
18日㈮・25日㈮ 午後1時～4時
─────────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。
○カウンセリング電話相談（予約不要）
日1月10日㈭・17日㈭ 
午前10時～正午、午後1時～3時30分
相談電話／5479－4105

区内4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12月4日㈫・14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）

しながわ～く（働き方改革）

事業所内育児施設整備費助成

事業所内に育児スペースを設けた場合、
工事代金や賃料を助成します。
助成額／対象経費の2分の1（上限100万
円）
人区内に1年以上主な事業所を置く中小事
業者
募集期間／2月28日㈭まで
※予算がなくなり次第、終了となります。
問商業・ものづくり課中小企業支援係

（☎5498－6340 Fax5498－6338）

介護者教室　

感染症について学ぼう！

日12月15日㈯ 午後1時～3時
人20人程度（先着）
場 申 問12月14日㈮までに、電話で大崎在
宅 サービ スセンター（ 大 崎2－11－1☎
3779－3547 Fax3779－3196）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

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

耐 震 相 談 第1㈬ 10:00～16:00
建築課
☎5742－6634

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

高齢者作品展作品募集

人区内在住で12月31日現在、60歳以上の
方　※過去2カ年に金賞を受賞された方は
展示のみで、賞の対象にはなりません。
募集部門／①絵画（25号以内）
②書道（縦2ｍ×横1ｍ以内）
③民芸工芸（縦・横・高さ各1ｍ以内）
④写真（半切まで、組写真は四つ切り3枚
まで）
⑤俳句・短歌（短冊または色紙を使用）
※全部門を通じて1人1点。
※作品は1年以内に制作した未発表のもの
に限ります。
作品搬入日時／2月1日㈮ 
午前11時～午後1時（時間厳守）
展示期間／2月2日㈯～5日㈫
午前10時～午後6時　
※2日のみ午後2時から。
場O美術館（大崎駅前大崎ニューシティー
2号館2階）
申込用紙配布場所／高齢者地域支援課（本
庁舎3階）、シルバーセンター、ゆうゆう
プラザ、西大井いきいきセンター、地域
センター、文化センター、体育館、図書館、
メイプルセンター、Ｏ美術館、こみゅにてぃ
ぷらざ八潮、きゅりあん
申 問12月3日㈪～20日㈭に、申込用紙を
高齢者地域支援課介護予防推進係（〠
140－8715品 川区 役 所 ☎5742－6733 
Fax5742－6882）へ郵送か持参

歳末たすけあい運動

地域の福祉活動を支援する募金運動です。
区内駅前での街頭募金も実施します。歳
末たすけあい運動に、皆さんの温かいご
協力をお願いします。
日12月31日㈪まで
問社会福祉協議会庶務係

（☎5718－7171 Fax5718－7170）

低公害車買い換えを支援します

（利子補給・信用保証料補助）

対象／区内中小企業者・個人事業者で東
京都環境保全資金の利子補給金等交付決
定通知を受けた方
対象車／東京都環境保全資金融資対象車

（指定低公害・低燃費車）
利子補給額／利子と都利子補給金確定額
との差額
信用保証料補助額／信用保証料と都信用
保証料補助金確定額との差額
申 問環境課で配布する申請書と添付書類
を同課環境管理係（本庁舎6階☎5742－
6949 Fax5742－6853）へ郵送か持参
※予算額に到達した時点で受け付けを終
了します。　
※申請書は区ホームページからダウンロー
ドもできます。

スクエア　歌謡コンクール

出場者募集！！

歌うことが大好きな方、カラオケ教室の
レッスンやボイストレーニングを受けてい
る方、専門家のアドバイスを受けられるコ
ンクールに挑戦して、更なるレベルアップ
をめざしましょう。
日1月22日㈫ 午後2時～7時
人50人（先着）
￥2,000円
場 申 問12月25日㈫（必着）までに、はが
きかEメールで住所、氏名、電話番号、候
補曲（歌手名を明記）、カラオケのキー（希
望者）をスクエア荏原（〠142－0063荏
原4－5－28☎5788－5321 Fax5788－
5322 sqebara@shinagawa-culture.
or.jp）へ　※カラオケを音源にします。
候補曲がカラオケにない場合は要相談。
※審査は2コーラス（3分以内）。
※参加賞あり。

図書館　障害者週間

日12月28日㈮まで
図書館 テーマ

品　川 広げよう！心のバリアフリー

二　葉 百人百色～だれもが輝ける社会へ

荏　原 つながる“わ”、助け合いの“わ”

南大井 だれもが暮しやすい社会を…

源氏前 知ることからはじめよう

ゆたか 明日も一緒に歩こう

大　井 みんなでつなごう心の輪

五反田 個性が紡ぐ物語

大　崎 支え愛

八　潮 壁のない世界

問品川図書館
（☎3471－4667 Fax3740－4014）

高年齢者向け「ミニ就職面接会」

日12月6日㈭・14日㈮ 午後1～3時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
参加企業／主に区内勤務地の清掃、販売
等職種の2～3社程度
人おおむね55歳以上の就職希望者
※応募を希望の方は、写真を貼った履歴
書をお持ちください。
問サポしながわ〈無料職業紹介所〉

（☎5498－6357 Fax5498－6358）

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）

12月のオープンキャンパス情報

日12月9日㈰ 午前10時～正午 
内体験授業「高齢者疑似体験編」、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 申 問当日、直接同校（西品川1－28－3
☎5498－6364 Fax5498－6367）へ
※学校見学も随時受付中（要予約）。

お知らせ！
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●12月8日㈯～12日㈬／第14回MOA美

術館品川区児童作品展（絵画）

●12月14日㈮～19日㈬／地・点からの

発信＜四人の作家展＞（油彩、水彩、平

面、立体、彫刻）

●12月22日㈯～26日㈬／第2回心の灯

（ココロノアカリ）展（日本画、洋画、書

道、工芸、写真）

●1月26日㈯～30日㈬／2019̶問道・

国際藝術展（工筆画、日本画）
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。

Ｏ美術館 12・1月の催し

　

①モーニング講座

「変体仮名を読んでみよう」
日1月10日～31日の木曜日

午前10時30分～正午（全4回）

②イブニング講座

「平家物語で学ぶ変体仮名」
日 2月12日～3月12日の火曜日

午後6時～7時30分（全5回）
────────共通────────
人 全回参加できる①初心者の方②変体

仮名解読経験のある方各12人（抽選）
場 申 問12月10日㈪（必着）までに、はが

きかEメールに「連続講座申込」とし、コー

ス番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番

号を立正大学古書資料館（〠141－8602

大崎4－2－16☎3492－6615 kosho-

lib@ris.ac.jp）へ

立正大学古書資料館 連続講座

　
日1月26日㈯ 午前10時～11時30分
内「からだの免疫力とは？免疫力の制御

で病気を治す！」

講師／築地信（同大学准教授）
場 参 問当日、直接同大学（荏原2－4－

41☎3786－1011）へ

星薬科大学市民向け講座

　

●12月15日㈯～17日㈪／星野文昭さん

と共に絵画展（油彩、水彩）

●1月23日㈬～28日㈪／第17回彩楓会

水彩画展

●30日㈬～2月4日㈪／さよなら平成 平

成の登場人物100人（似顔絵）
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12・ 1月の催し

イベント

●【区民】健康・生きがいメッセ

2018－品川区の「三方よし」の

協働。支えあい、頼りあいを目指

して観客からプレイヤーへ　12月

8日㈯午前11時～午後4時。当日、

スクエア荏原へ。☎090－9642－

0404健康生きがいづくり品川協議

会・松田

●ピアノサークル・ノピア第18回

定期演奏会　12月9日㈰午後2時40

分～9時。スクエア荏原。20人先着。

12月7日までに、電話かEメールで今

村（☎090－7945－3670 piano_

circle_nopia@yahoo.co.jp）へ

●「傾聴ボランティア講座」と「学

習障害等の理解と心理的疑似体

験」　12月15日㈯ 講座：午前10時

～正午、体験：午後1時30分～3時

30分。品川総合福祉 。30人先着。

2,000円（午前・午後のみ1,000円）。

12月14日までに、電話かEメールで

クローバーの会・古川（☎090－

9144－6190 ks41312mte@dune.

ocn.ne.jp）へ

●品川童謡の会ムサコ合唱団クリ

スマスの集い　皆さんで合唱。12

月23日㈷午後1時30分開演（午後1

時開場）。350人先着。500円。当日、

スクエア荏原へ。☎3787－3227

大原 

●第12回第9を歌おう！inきゅり

あん　12月23日㈷午後2時開演。

2,000円、前売り1,500円、高校生

以下半額。☎3762－6403しなが

わ第9実行委員会・松元

サークルなど

●宮前トリムクラブ　㈫午後7時。

宮前小。3カ月2,000円。（入）500円。

☎3782－7648中野

●豊町トリムクラブ　㈫午後7時。

戸越小。3カ月2,500円。（入）500円。

☎3783－2338草薙

●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

●三日野トリムクラブ　㈪㈮午後

6時30分。第三日野小。月1,500円。

（入）1,000円。☎3441－6954伊藤

●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

●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）　初

心者歓迎。第2・3・4㈭午前9時

30分。中小企業 。月2,000円。

☎090－4668－9490いど

●茶道裏千家わの会　第2・4㈪

午後1時。きゅりあん。月5,000円。

☎3472－8487宮川

●Kの会（短歌）　初心者歓迎。

第2㈭午後1時30分。きゅりあん。

月2,000円。☎3765－1617西村

●なごみの会（書道）　第1・3㈬

午後1時30分。荏原第四 。月

2,500円。☎3787－9041木村

●フラッシュダンス（中高年女性

のリズムダンス）　㈫午前10時15

分。戸越 。月3,000円。☎080

－1010－3806大津

●フラダンスの会　月3回㈰午前

10時。ウェルカム 原。月6,000円。

☎090－4714－1893荒

●新樹謡曲会（観世流）　第1㈰午

前10時30分。荏原第三 。月200

円。☎090－9340－1821松浦

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 【区民】＝区民活動助成対象事業

共生社会をめざす図書館講座

日12月15日㈯ 午後2時～4時
内「中途視覚障害者を理解する―復職に
向けた支援活動の経験から」
講師／下堂薗保（元NPO法人タートル理
事長）
人80人（先着）
場 参当日、直接荏原文化センター（中延1
－9－15）へ
問品川図書館

（☎3471－4667 Fax3740－4014）

会計ソフトセミナー

日2月4日㈪・5日㈫・6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）
内各種会計ソフトの紹介、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）
申月～金曜日の午前9時～午後5時に、電
話でティーエムエス☎5399－9251へ
問商業・ものづくり課中小企業支援係

（☎5498－6340 Fax5498－6338）

地域ボランティア養成講座

「はじめてのブックトーク」

読みきかせのスキルを磨いてみませんか。
読書アドバイサーの講師による、スキル
アップのための講座です。
日2月1日㈮・15日㈮、3月1日㈮
午後2時～4時（全3回）
人児童向けの読み物に興味があり、地域
で読み聞かせ活動をしている、全回出席
できる方15人（抽選）
場 申 問12月14日㈮（必着）までに、往復
はがきに「地域ボランティア養成講座」と
し、住所、氏名、電話番号、活動してい
る施設名を品川図書館（〠140－0001北
品川2－32－3☎3471－4667 Fax3740－
4014）へ

品川区発達障害・思春期サポート

事業　第4回啓発講演会

日1月12日㈯ 午後2時～4時
場区役所講堂（第三庁舎6階）
内「ADHDの理解と支援～幼児期から成
人期まで～」
講師／本田秀夫（信州大学医学部子ども
のこころの発達医学教室教授）
人180人（先着）　￥500円（資料代）
託児／6人（先着）　※1人1,000円。
申1月9日㈬（託児希望は1月4日㈮）（必着）
までに、往復はがきかEメールで、講演会
名、住所、氏名、電話番号をパルレ（〠
141－0021上大崎1－20－12ぷらーす2
階 moushikomi@gol.com）へ
問障害者福祉課障害者相談支援担当

（☎5742－6711 Fax3775－2000）

　

住宅相談会

日12月16日㈰ 午前10時～午後3時
内個別相談（リフォームや建て替え、耐
震改修など）、事例紹介（耐震改修・施工
方法など）、助成制度の紹介
主催／品川区住宅耐震化促進協議会
場 参当日、直接品川第一区民集会所（北
品川3－11－16）へ
問住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

ぽっかぽかクリスマスコンサート

日12月22日㈯ 午後2時～3時
場 問八潮在宅サービスセンター  （八潮5－
10－27☎3790－0344 Fax3790－0473）

音とともに楽しむ“目黒川イルミ”

冬の桜®ウインターコンサート

日12月15日㈯ 午後4時～5時30分
※雨天中止。
場五反田ふれあい水辺広場

（東五反田2－9－11）
出演／ A

ア ウ ン

UN J
ジェイ

 C
ク ラ シ ッ ク

LASSIC O
オ ー ケ ス ト ラ

RCHESTRA & 
S

サ　ク　ラ

AKURA J
ジェイ

 S
サ　ウ　ン　ズ

OUNDS　ほか
問文化観光課文化振興係

彗
すいせい

星を星のソムリエ®と見よう！

日12月15日㈯ 午後6時～7時30分
※雨天・曇天中止。
人100人程度（先着）　
※小学3年生以下は保護者同伴。
場 参当日、直接しながわ中央公園西側エ
リア（西品川1－28）へ
問しながわ中央公園管理事務所

（☎5740－5037 Fax5740－5044）

品川＆早川ふるさと交流

メイプルシロップ作り体験ツアー

日2月9日㈯～10日㈰
（午前7時25分区役所集合・午後5時30分
頃解散、1泊2日、往復バス）
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の方40人（抽選）
￥12,000円、小学生以下8,000円（交通費、
宿泊費など）
申12月17日㈪（必着）までに、はがきか
FAXに「メイプルシロップ」とし、参加者
全員の住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・
電話番号を京王観光東京南支店（〠160
－0022新宿区新宿2―3－10新宿御苑ビ
ル2階 Fax3359－2570）へ
問地域活動課市町村交流担当

（☎5742－6856 Fax5742－6877）

催　し講座・講演

説明パネルを自由に閲覧できるオープンハウス型で行います。国の担当者が常駐
し、質問や意見に対応します。

●区内地域への個別説明会

国の担当者が直接説明する区内個別説明会を、大井第一地域センター管内の方を
対象に開催します。今後、他の地域についても順次開催する予定です。
日時／12月20日㈭ 午後7時～8時30分
会場／南大井文化センター（南大井1－12－6）
対象／東大井・南大井・勝島にお住まいの方

●オープンハウス型説明会

日程 会場

①12/15㈯
品川シーサイドフォレスト オーバルガーデン1階

（東品川4－12－6）

②12/17㈪ イトーヨーカドー　大井町店7階（大井町駅前）

③1/18㈮
六本木ヒルズウエストウオーク2階スペース

（港区六本木6－10－1）

④1/19㈯ 白金台いきいきプラザ（港区白金台4－8－5）

⑤2/11㈷ 京急蒲田駅　改札口外コンコース
（大田区蒲田4－50－10）⑥2/12㈫

他の会場など詳しくは、国
土交通省ホームページ「羽
田空港のこれから」http://
www.mlit.go.jp/koku/
haneda/をご覧ください。

　問い合わせ   国土交通省「羽田空港のこれから」に関する電話窓口

　　　　　　　 0570－001－160（IP電話からは☎5908－2420）
　　　　　　　品川区環境課（☎5742－6751 Fax5742－6853）
　　　　　　　品川区都市計画課（☎5742－6760 Fax5742－6889）

※①④⑤は午後1時～5時、
②③⑥は午後3時～7時。

　

日 2月2日㈯午後2時30分～3時30分
場品川区医師会館（北品川3－7－25

講師／鈴木央（鈴木内科医院院長）
人100人（先着）
申 問電話かFAXで、品川区医師会（☎3471

－5154 Fax3471－5145）へ

品川区医師会区民公開（医学）講座
「かかりつけ医の在宅医療」

東京都の「家庭におけるLED省エネムーブ
メント促進事業」によるLED電球交換は12
月9日㈰で終了します。
問クール・ネット東京コールセンター☎0570
－066－700、  環境課環境管理係（☎5742
－6949 Fax5742－6853）



  外国人人口…………13,004
　　男………………… 6,401
　　女 ………………… 6,603

総人口…………… 393,823世帯………………… 220,353

・日本人人口………… 380,819
　　男………………… 186,771
　　女 ………………… 194,048

  人口と世帯（平成30年11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）

12/1
2104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12 月

コラムニスト・泉麻人の地
名散歩シリーズ。今回は、
海軍省によって埋めたてら
れ、太平洋戦争の最中の
昭和18年（1943）に誕生
した「勝島」を紹介します。

泉麻人
しながわ土地の記憶

勝島

　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）

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
※9日㈰は総合防災訓練に伴い、
訓練放送を予定しています

三之助の笑顔いっぱい
 　品川コミュニティ ･スクール

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日
泉麻人 しながわ土地の記憶
 　勝島

月
しながわのチ・カ・ラ
 　品川と世界をつなぐ 宿場
JAPAN

火
品川歴史探訪　しながわの農
業～姿を消した品川の農業と
品川カブの復活～

水 復活！しながわ探検隊
語り継ぐ　品川現代史
焼け野原からの復興（二）
工業のまち品川の復活

木 しながわのチ・カ・ラ　区民ミュージカルしながわ物語

金
簡単、お得！みんなで受けよう
国保基本健診（前・後編）

サヘル・ローズの天晴！
品川
江戸東京野菜“品川カブ”

新

新

新

● 品川区ロケーション推進プロジェクト

● 大使館特集：ペルー

次号予告　12月11日号

和裁

日12月14日㈮・15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

釼持 博

12月7日㈮・8日㈯ 午後1時開演（午後0時30分開場）

きゅりあん小ホール（大井町駅前）

　12月3日から9日は障害者週間です。障害者週間は「国民の間に広く

障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、

経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高め

ること」を目的として定められました。

　区では、この週間にあわせ、2日間にわたり「障害者週間・記念のつどい」

を開催します。ぜひ、ご来場ください。

※手話通訳・ＵＤトーク・副音声解説・SPコード付きちらし（音声変換装置設置）あり。

品川ふれあいこどもまつり
子どもから大人まで楽しめる本格エンターテインメント

が、きゅりあんに大集合！！

名作ミュージカル・グリム童話より  白雪姫
歴史ある劇団東少がお届けす

る、本格創作ファミリーミュー

ジカル！自然を愛し平和を願

う美しい心を伝えます。

開演時間／午後2時30分
料金／前売券3,000円、
当日券3,300円（全席指定）

サーカスエンターテイメントショー 
ブラビッシモ！！ 
アクロバット、ジャグリング、バランス芸、
S
ス タ ジ オ

TUDIO E
エ ッ グ ズ

GGSによる華やかなステージを
お楽しみください。

開演時間／午前11時30分
料金／2,000円（全席自由）

発売開始／12月7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。　
※3歳以上は有料です（2歳以下膝上鑑賞無料）。

品川区障害者週間・
記念のつどい

　問い合わせ　障害者福祉課障害者福祉係

　　　　　　　（☎5742－6707 Fax3775－2000）

日本人人口 380,819
　男………………… 186,77
　女 ………………… 194,04

ペルー

分開場）

 12月7日㈮

第1部 高田朋枝講演会（北京パラリンピック出場）
第2部 しながわこころつながる映画祭（第1日目）「ぼくと魔法の言葉たち」

 12月8日㈯

第1部 区内障害者団体による発表会
第2部 しながわこころつながる映画祭（第2日目）「もうろうをいきる」

大ホール 小ホール

共
通

問い合わせ　チケットセンター C
キ ュ リ ア

URIA
　　　　　　（☎5479－4140 Fax5479－4160）

会場
きゅりあん

（大井町駅前）
日程　2月11日㈷

入場

無料

各日

先着200人に

記念品プレゼント

ロビーでは、障害者施設作品販売・

障害者団体紹介パネル展示も

行います。

当日は、イベントホールなどでも
楽しいイベントを同時開催します。


