
人・地域・世代をつなぐ楽しいイベント・お祭り
Fun events and festivals connect people, communities, and generations

W E Bマガジン「つなごう品川」
まちづくり、まちおこしに尽力されている区民の皆さんとその取り組みをWEBマガジンと動画で紹介。
区民が区民を紹介するリレー形式をとり、人・地域・世代のつながりと、まちの元気・人の元気を伝えています。ぜひ、ご覧下さい。

小さいお子さん大歓迎！Small children arewarmly welcomed!

品川区には、知る人ぞ知る
スポットがたくさん。

お気に入りスポットを、
紹介してもらいました！

There are many hidden gems in
Shinagawa known only to a few.

Here are some favorite sites!

多言語対応
Available in

multiple
languages

［ 人・地 域・世 代 ］［ 人・地 域・世 代 ］

※各Webサイトへは裏表紙のQRコードからアクセスできます。
*Each website can be accessed using the QR codes on the back.

所定のサイクルポートであれば、どこ
でも乗り降り可能。
Take and leave bicycles anywhere there 
are designated bicycle parking areas.

品川区シェアサイクル
Convenient for exploring recommended sites
Shinagawa bicycle sharing

おすすめスポットを
めぐるのに便利！

映像制作のプロが、区
内のおすすめロケ地
を、実践的なアングル
で撮影。

特派員「ゆい」が、区内
の見慣れた風景をフォ
トジェニックに撮影。

Professional film producers 
photographed recommended 
film locations in the city from 
practical angles.

Special correspondent, Yui 
took eye-catching photos of 
familiar sites in the city.

インスタ映えするスポット
There are still so many Instagrammable spots!

品川区フィルムコミッション

#まるで品川区じゃないみたい

Film Commission

#Is_it_really_Shinagawa

まだまだ
あります！

外国人に聞きました
しながわLOVE！

魅力発見
Foreigners living in Shinagawa share

We love Shinagawa! Exciting discoveries

「いとうまい子の発見！
しながわLOVEな外国人」
Videos are also being uploaded!
“Discovered by Ito Maiko! 
Foreigners who love Shinagawa”

ケーブルテレビ品川（11ch）、
YouTubeサイトで放送中

Online Magzine
Shinagawa, bringing people together 
Residents working hard for community 
development and revitalization as well as their 
endeavors are introduced through an online 
magazine and videos that communicate 
“connections among people, communities, 
and generations” and the energy of the city!

Exciting news from city residents

春

しながわ運河まつり（4月）
Shinagawa Canal Festival (April)

東品川海上公園／天王洲公園
会場 / Location

Higashi-Shinagawa Kaijo Park / Tennozu Park

ムサコたけのこ祭り（4月）
Musako Takenoko Festival (April)

武蔵小山駅前広場ロータリー
会場 / Location

Musashi-Koyama Station Square
Roundabout

夏

品川区民まつり（7月～）
Shinagawa Residents’ Festival (From July)

区内各地
会場 / Location

locations within the city

大井どんたく夏まつり（8月）
Oi Dontaku Summer Festival (August)

大井町駅前中央通り
会場 / Location

Chuo St. in front of Oimachi Station

とごしぎんざまつり（8月）
Togoshi Ginza Festival (August)

戸越銀座商店街
会場 / Location

Togoshi-Ginza
shopping area

秋

目黒のさんま祭り（9月）
Meguro Sanma Festival (September)

目黒駅前商店街（目黒駅東口）
会場 / Location

Meguro Station shopping area / 
Meguro Station East Exit

中延ねぶた祭り／
よさこい祭り（9月）
Nakanobu Nebuta Festival /
Yosakoi Festival (September)

中延商店街周辺
会場 / Location

vicinity of Nakanobu shopping area

しながわ宿場まつり（9月）
Shinagawa Shukuba Festival
(September)

旧東海道八ツ山口～青物横丁
会場 / Location

Yatsuyama-guchi – Aomono-yokocho,
Kyu-Tokaido St.

しながわ夢さん橋（10月）
Shinagawa Yumesanbashi (October)

大崎駅南改札前「夢さん橋」周辺
会場 / Location

Osaki Station South ticket gate,
Yumesanbashi vicinity

しながわ子育てメッセ（10月）
Shinagawa Kosodate Messe (October)
)

きゅりあん
会場 / Location

Curian

冬

大商業まつり（11月）
Daishogyo Festival (November)

中小企業センター周辺
会場 / Location

SME Center vicinity

伝統の技と味 しながわ展（1月）
Traditional Skills and Flavors/Shinagawa Exhibition (January)

きゅりあん（イベントホール）
会場 / Location

Curian Event Hall

イルミネーション
Illumination

目黒川、大井町、西小山
など各地

会場 / Location

locations include Meguro River,
Oimachi, and Nishikoyama

※新型コロナウイルス感染症等の影響により中止・延期になる場合があります。
*May be cancelled / postponed due to the Covid-19 pandemic, etc.

新馬場駅側、北品川商店街にある日
本茶カフェ。どら焼きやかき氷など、
和スイーツもおすすめ。
I recommend Japanese sweets like 
dorayaki and kakigori at this Japanese 
tea cafe in the Kitashinagawa shopping 
area on the Shimbamba Station side.

一福桃
Cafe Ippuku-to

アダム・ヤクスリーさん
【出身：イギリス】
Adam Yaxley

かき氷に
初チャレンジ！
Trying kakigori
for the first time!

荏原郵便局そばにあ
るレストラン。パルマ
産の生ハムなど、本
場イタリアの味を楽
しめます。
At this restaurant next to Ebara Post Office, 
you can enjoy the authentic flavors of Italy, 
such as prosciutto from Parma.

Italian Dining LUI

畑 京太郎 ルイさん 【出身：イタリア】
アンドレア・ディ・マルツォさん 【出身：イタリア】
Hata Luigi Kyotaro
Andrea Di Marzo

ふるさと
パルマの味！

The taste of our
hometown, Parma

猫グッズが並んだベーカリー。イートイン
ではパンだけでなくお酒も楽しめます。

This bakery is decorated 
with cat-themed items. 
Customers who eat there 
can not only indulge in 
bread, but alcohol, too.

練粉屋（ねこや）
Bakery Neko-ya

プニト・アグラワルさん 【出身：インド】
アラディダ・チャクラバルティさん 【出身：インド】
Punit Agrawal
Aradhita Chakrabarty

ネギパンが
おすすめ！

I recommend
the green onion

bread!

インドネシア大使館の近くにあるインドネシア料理店。
ハラールフードなので大使館員にも人気です。
This Indonesian restaurant near the Embassy of Indonesia is 
also popular with embassy staff because it serves Halal food.

CABE 目黒店
CABE Meguro

ムスティカ・パンチャ・デウィアニさん 【出身：インドネシア】
Moestika Panca Dewiani

本場の味
おいしいよ！

The authentic flavors
are delicious.

戸越にある公衆浴場。天然温泉で、
サウナもあります。知り合いが増える
社交場でもあります。
Featuring a natural hot 
spring and sauna, this 
public bathhouse in 
Togoshi is also a place 
to socialize and make 
new acquaintances.

中延温泉 松の湯
Nakanobu Onsen Matsunoyu

オツコロ・カトニさん
【出身：トンガ王国】
Otukolo Katoni

疲れが
とれるよ。

Soothe your
fatigue.

1514


