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※機種によっては正しく表示されない場合があります。 スマートフォン用 携帯電話用

障害のある人は生活する様々な場面で不自由を感じることがあります。どのような配慮や支援が必要なのかを知り、障害についての理解を深めていきましょう。

●災害時には、障害のある人は、情報が十分に入っ
てこなかったり、状況が理解できずに、大きな不
安を抱えてしまいます。また、避難も困難ですの
で、皆さんのお手伝いが必要です。

●立つことや歩くこと、段差の昇降などの日
常動作が困難な人がいます。困っていたら、
声をかけてお手伝いをしていただけると助か
ります。

●コミュニケーションがうまくできない人が
います。ゆっくり丁寧に、図や絵、ジェスチャー
を用いて、分かりやすく説明していただける
と助かります。

●杖
つえ

を利用している人を階段で支えるときは、
斜め後ろから昇り、降りるときは、一段下の斜
め前に立ち、横向きで降りると安心してもらえ
ます。●誘導用ブロックに自転車や物を置かないでくだ

さい。視覚障害の人が困っています。

●手助けの前に、具体的な状況を説明してくれる
と助かります。状況が把握できず、どうしたらよ
いか分からない場合があります。

●発達障害は、一人ひとり現れ方は異なります。ま
ずは障害があることを理解し、その人に応じた配慮
が必要です。

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
に定められました。区では、この週間にあわせて「障害者週間・記念のつどい」を開催します。

障害者週間・記念のつどい

わたしの街にこころのバリアフリー

　問い合わせ 障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707 Fax3775－2000）

12月6日㈰午後1時～4時（正午開場）
きゅりあん大ホール（大井町駅前）
当日、直接会場へお越しください。

　第1部　 記念式典、障害者表彰
　第2部　 障害者ダンス♥ソング
出演団体／品川区知的障害者育成会「舞クラブ」、ふれあ
い作業所西大井・西品川スポーツクラブ、品川総合福祉セ
ンター「あえるレインボーハーモニー」
　第3部　 H

ハ ン ド

AND S
サ イ ン

IGN「手話パフォーマンスL
ライ ブ

IVE」

〇ロビーでは、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。

※先着1,000人に記念品あり。
※手話通訳・要約筆記付き。
※視覚障害のある方へ副音声で舞台の解説あり。
※ SPコード付きちらし・プログラム（音声変換装置設置）
あり。

日12月13日㈰午前11時～午後4時15分
場きゅりあん大ホール（大井町駅前）
￥1,700円（前売り1,500円）　小・中学生、障害者1,000円
〇鑑賞券はきゅりあんにて販売中。
問高次脳機能障害者と家族の会品川支部・渡辺☎3781－0921
障害者福祉課☎5742－6710

ヘルプカードは、障害のある人や生活す
る上で支援を必要としている人に区が配
布しているカードです。必要な支援や緊急
連絡先などが書かれています。支援を求
められたときには手助けをお願いします。

高次脳機能障害者の方が参加して、
共に生きる社会をめざし、歌い語り
あう催しです。障害のある方も参加
できる囲碁イベントも予定していま
す。障害を学び、理解する機会にし
ましょう。

　障害がある人はこんなことに困っていることがあります

あなたの支援をお願いします

障害者との
ふれあいコンサート
「心の唄＆囲碁’15～共に生きる～」

者と

12月3日～9日は
障害者週間障害者週間ですです

手話通訳付き
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特別職の報酬などの状況（27年4月1日現在）

職員の任免、勤務条件など

職員の構成（27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

給与などの決定のしくみ

人事行政の運営などの状況を公表します

　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
（27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）25年度
の人件費率

373,732人 139,771,086
千円

3,728,470
千円

24,864,869
千円 17.8％ 19.2％

※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（26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（27年4月1日現在）

2 職員給与費（26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］

2,669人 9,174,901
千円

3,483,075
千円

3,937,105
千円

16,595,081
千円 6,218千円

※職員手当には退職手当を含みません。
※職員数は、26年4月1日現在の人数です。

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一 般 行 政 職 42.1歳 306,900円 459,236円

技 能 労 務 職 50.2歳 303,800円 429,775円

教 育 職 35.7歳 304,600円 407,716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（27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） 181,200円 総合職181,200円

一般職174,200円
Ⅲ類（高校卒程度） 143,300円 142,100円

技能労務職 　中学・高校卒 135,200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（27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 266,582円 316,158円 356,500円

高校卒 219,600円 276,000円 312,367円

技能労務職 ― 275,400円 292,873円

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 138,066千円 180,951円

住居手当 職員の住居費の一部を補う手当 160,588千円 103,405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） 296,820千円 128,161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 99,971千円 1,176,132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

4,855千円 1,618,400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 75,090千円 181,377円

教職員特別手当 幼稚園教諭等に対し、支給される手当 2,281千円 38,009円

27年 26年 対前年増減数
2,549人 2,554人 △ 5人

平均取得日数
26年 25年
14.7日 14.8日

26年度取得者数
男 女 計
0人 50人 50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
― 1人 43人 ― ― ― 1人 ―

採用区分
申込者数 受験者数 合格者数

26年度 25年度 対前年
増減数 26年度 25年度 対前年

増減数 26年度 25年度 対前年
増減数

Ⅰ類 18,278 19,026 △748 14,598 14,939 △341 2,252 2,126 126
Ⅰ類新方式 485 － 485 249 － 249 96 － 96
Ⅲ類 3,664 2,254 1,410 2,996 1,605 1,391 334 213 121

身体障害者 90 86 4 66 77 △11 24 26 △2

経
験
者

2級職 1,365 1,381 △16 1,064 1,094 △30 165 134 31
3級職

（主任主事Ⅰ） 940 968 △28 690 725 △35 60 51 9

3級職
（主任主事Ⅱ） 662 667 △5 489 492 △3 9 11 △2

合計 25,484 24,382 1,102 20,152 18,932 1,220 2,940 2,561 379

（単位：人）

　26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。

　26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551人、合格者数182人、合格率33.0％でした。

　採用者数169人のうち、区独自の採用として福祉（保育士）職を58人、育児休業代替
任期付職員を14人採用しました。

26年4月1日～27年3月31日
退職者数［A］

26年4月2日～27年4月1日
採用者数［B］ 増減［Ｂ－Ａ］

173人 169人 △ 4人

27年度
　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。

計2,549人

幼稚園教諭など　64人

技能労務職
293人

福祉職
（保育士など）
705人

税務職　82人

看護・保健師　72人
医師・医療技術職　30人

一般行政職（事務・技術職）
1,303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92人を含みます。

区分 給料 地域手当 通勤手当 報酬 期末手当 退職手当

区長 1,146,000円
給料月額
×12％

6カ月定期
券額を支給 ―

〔26年度支給割合〕

 6 月期 1.46月分
12月期 1.46月分
 3 月期 0.25月分
　計 3.17月分

給料×在職年
×4.8
（在任期間ごと）

副区長 920,000円
給料×在職年
×3.4
（在任期間ごと）

議長
― ― ―

922,000円
―副議長 788,000円

議員 605,000円

　特別職の給料・議員の報酬月額などの支給状況です。

区分 品川区 国
1人当たり平均支給額 1,480千円 ―

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 1.60月分（0.75月分） 1.50月分（0.70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（26年度実績）

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 333件 13.60時間 7,756人

特別区職員研修所研修 91件 3.12時間 720人

合計 424件 16.72時間 8,476人

区分 26年度認定件数
公務災害 24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。

　26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9,776人でした。

1 研修（26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

5 分限処分、懲戒処分（26年度）

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 18.50月分 25.50月分 20.445月分 25.55625月分

勤続25年 29.00月分 34.25月分 29.145月分 34.5825 月分

勤続35年 41.25月分 49.55月分 41.325月分 49.59 月分

最高限度 41.25月分 49.55月分 49.59 月分 49.59 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 　6,502千円 20,847千円 ―
※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26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（27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 1,760,367千円

支給職員1人当たり平均支給年額 635,971円

支給率 給料、扶養手当、管理職手当の合計額の18％

支給対象職員数 2,768人

3 地域手当（26年度実績）

支給実績 43,019千円

支給職員1人当たり平均支給年額 99,350円

職員全体に占める手当支給職員の割合 15.6％

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（26年度実績）

区分 26年度実績 25年度実績
支給実績 1,099,148千円 1,107,401千円

職員1人当たり平均支給年額 410千円 414千円

　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（26年度実績）

問い合わせ　人事課人事係☎5742－6628、給与係☎5742－6633

職員の研修、福祉、利益保護

特別区人事委員会の業務

大きな地震に備えましょう！！
日12月5日㈯午前10時～正午　※訓練開始のサイレンが鳴ります。
内大きな地震の発生を想定し、同一の時間帯に、32カ所の避難所で訓練を
実施します。
訓練を実施する避難所／品川・日野・荏原平塚学園、城南・浅間台・城南第二・
第三日野・第四日野・第一日野・芳水・立会・鮫浜・浜川・鈴ケ森・山中・
大井第一・伊藤・第二延山・清水台・京陽・中延・宮前・旗台小学校、東海・
浜川・鈴ケ森・冨士見台・荏原第一・戸越台中学校、ウェルカムセンター原、
旧荏原第四中学校（朋友学院戸越校舎）、明晴学園　
※避難所は町会・自治会ごとに指定しています。
問防災課啓発・支援係☎5742－6696

区 内 一 斉 防 災 訓 練

オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」ブースに出展します。

日12月10日㈭～12日㈯午前10時～午後6時　※12日は午後5時まで。
場東京ビッグサイト（江東区有明3－10－1）　※ブースは東5ホール。

●ワークショップ「みんなで雲を作りましょう！」
日12月11日㈮午前11時15分～午後0時15分

●ステージ：朋友学院高等学校アトラクション部による「環境戦隊エコレンジャーショー」
日12月12日㈯午後1時30分～1時45分
問環境課環境推進係☎5742－6755　※詳しくは区ホームページをご覧ください。

品川区の
出展内容

「エコプロダクツ2015」に品川区が出展日本最大級の
環境展示会

12月5日㈯～7日㈪
午前9時30分～午後4時45分
（7日は午後4時まで）

荏原文化センター（中延1ー9ー15）

　女性弁護士による法律相談
日12月5日㈯①午前9時30分～正午②午後1時30分～4時
人各5人（先着）
申12月4日㈮までに、電話で男女共同参画センター☎5479－4104へ

　家庭教育講演会
日12月7日㈪午前10時～正午
内「家庭・学校・地域のトライアングルで子育てを
しよう」
講師／明石要一（千葉敬愛短期大学学長）　
※手話通訳付き。
人430人（先着）
参当日、大ホールへ
問庶務課庶務係☎5742－6824

人権尊重都市品川宣言22周年　しながわ人権のひろば2015

　レクリエーションホールの展示 　人権擁護委員による人権身の上相談
日12月6日㈰①午前9時15分～午後0時15分②午後1時～4時
人各3人（先着）
申12月4日㈮までに、電話で広報広聴課区民相談室☎3777－2000へ

小中学生人権標語・ポスター展、人権啓発
パネル展（人権擁護委員の活動紹介など）、
人権をテーマにした複数の啓発ブース

※本紙11月11日号人権特集号でもお知らせしています。

問人権啓発課☎3763－5391
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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

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://）

キッズクラブ

　冬季ジュニアゴルフ教室

　しながわ水族館「親子で魚の飼育員体験」参加者募集！

コース 対象 日時（全8回） 費用 定員（抽選） 会場

ＪＡ 小
・
中
学
生

1/7 ～3/3の木曜日
17:00 ～18:00 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 1/8 ～2/26の金曜日

18:45 ～19:45
※費用は、貸しクラブ・ボール代込。
申12月16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

日12月23日㈷午後1時～4時
人区内在住か在学の小学4～6年生の親子3組6人（抽選）
￥1組1,200円（入館料）
場申12月8日㈫（消印有効）までに、往復はがきに「親子飼育員体験」とし、
住所、氏名、電話番号、お子さんの氏名（ふりがな）・年齢・生年月日・性
別を同館（〠140－0012勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－
3433）へ　※結果は、12月13日㈰までに送付します。

　母乳相談

母乳の飲ませ方や、母乳育児のポイント
について、助産師がアドバイスをします。
日①12月15日㈫午後3時～4時
②16日㈬午後2時15分～4時
人おおむね生後1・2カ月児の母親各10
人（先着）
場申電話で①は大井保健センター☎3772
－2666、②は荏原保健センター☎3788
－7016へ

　むし歯撃退教室

日12月18日㈮午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、効果
的な歯磨き・フッ化物使用法（実技）
人歯が8本生えた1歳5カ月までのお子さ
んと保護者20組（先着）
場申12月2日㈬から、電話で荏原保健セ
ンター☎3788－7015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14日㈪正午～午後3時　
場参当日、啓発展示室（第二庁舎3階）
へ　
※塩分の測定を希望する方は汁物（みそ
汁など）をご持参ください。
運営／品川栄養士会
問健康課健康づくり係☎5742－6746

　難病音楽療法教室と交流会

日12月14日㈪午後1時30分～4時
内声楽家による音楽療法と交流会
人神経難病の方と家族30人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ　

健康ガイド ●品川保健センター
〠140－0001  北品川3－11－22  ☎3474－2225

●大井保健センター
〠140－0014  大井2－27－20  ☎3772－2666

●荏原保健センター
〠142－0063  荏原2－9－6  ☎3788－7016

キ
リ
ト
リ
線

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分まで）

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分まで）

12月6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分まで）

12月6日㈰

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
 白金歯科 上大崎 2 －13－22 ☎3446－0818
 石川歯科 中　延 4 － 6 － 3 ☎5702－1198
 成進整骨院 大　井 3 － 2 － 2 ☎3775－3166
 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分まで）

12月5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

応 急 診 療 所

※重病の方は119番をご利用ください。
医療機関の24時間案内

●東京都保健医療情報センター （ひまわり）　 ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎5272－0303 　　　☎＃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5時～午後10時　土・日曜日、祝日／午前9時～午後5時

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

小

内 小
内 小

内 小

内 小

薬

薬

薬

歯
歯
骨
骨

問子ども育成課庶務係☎5742－6720

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。
家族の絆

きずな

を深めましょう。

「家庭の日」です毎月第一
日曜日は

　少年少女武道教室

教室名 番号 日時 会場 費用（保険料込）

空手道 ① 1/5 ～3/15の火曜日
18：30～19：30（全11回）

総合体育館 各3,000円

剣道
② 1/6 ～3/16の水曜日

16：00～18：00（全11回）

③ 1/7 ～3/17の木曜日
17：00～19：00（全10回） 戸越体育館

各2,800円

柔道
④ 1/7 ～3/17の木曜日

18：30～19：30（全10回） 総合体育館

⑤ 1/6 ～3/16の水曜日
18：30～19：30（全11回） 戸越体育館 　3,000円

人小・中学生若干名（抽選）
申12月21日（月）（必着）までに、往復はがきで教室名、番号、住所、氏名、
電話番号、学年を各会場へ
問スポーツ協会

健康的な食生活と介護予防について学びます。
教室名 日時（全10回） 会場 申込先

①大井
　教室

1月14日～3月24日の
木曜日10:00 ～13:00

東大井地域密着型
多機能ホーム
（東大井5－8－12）

みんなの食育☎6674－1803
（火曜日を除く10:00 ～17:00）

②荏原
　教室

1月7日～3月17日の
木曜日10:00 ～12:30

荏原文化センター
（中延1－9－15）　

長寿社会文化協会☎5405－1501
（月～金曜日10:00 ～17:00）

③八潮
　教室

1月19日～3月22日の
火曜日10:00 ～12:30

八潮地域センター
（八潮5－10－27）

品川栄養士会☎070－6657－6875
（月～金曜日9:00 ～17:00）

人区内在住で、会場への往復ができる65歳以上の方①10人②③各16人（抽選）
￥各2,000円（材料費は実費負担）
申12月18日㈮までに、本人が電話で各申込先へ
問高齢者地域支援課☎5742－6733

シニアクラブ
　わくわくクッキング参加者募集

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。

日1月16日㈯～19日㈫午前10時～午後6時　※16日は午後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）
人区内在住で60歳以上の方　※過去2年以内に金賞を受賞した方は展
示だけで、賞の対象にはなりません。
募集部門・規定／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＝短冊か色紙を使用
※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。
作品搬入日時／1月15日㈮午前11時～午後1時
申込書配布場所／高齢者地域支援課（本庁舎3階）、シルバーセンター、
地域センター、文化センター、体育館、メイプルセンター（西大井駅前）、
Ｏ美術館、図書館
申12月17日㈭（必着）までに、申込書を高齢者地域支援課（〠140－
8715品川区役所本庁舎3階☎5742－6733）へ郵送か持参

高齢者作品展作品募集
～あなたの作品を美術館で～
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12月の区議会
本会議／9日㈬午後1時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
1日㈫午前10時
議会運営委員会／8日㈫午前10時30分
行財政改革特別委員会／2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／3日㈭午前10時　
※傍聴券は開会の1時間前から配付します。
問区議会事務局☎5742－6809

都市計画案の縦覧
この案に意見のある方は、意見書を提出
することができます。
日12月15日㈫まで
内東京都市計画道路都市高速道路第1号
線の変更【東京都決定】
場問東京都都市計画課（都庁第二本庁舎
21階☎5388－3225）、品川区都市計画
課（本庁舎6階☎5742－6760）

女性相談員による面接相談
一人で悩まず、ご相談ください（男性も可）。
●法律相談
日1月6日㈬・12日㈫午後1時～3時30分
18日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日1月28日㈭午後1時～4時
●ＤＶ（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日1月15日㈮・22日㈮・29日㈮午後1時
～4時、8日㈮午後5時30分～8時30分
───────共　　通───────
場申相談日の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）へ　　

夜間人権ホットライン
差別や虐待などの人権問題などについて、
弁護士による法律相談を電話で行います。
個人の秘密は厳守します。
日12月10日㈭午後5時～8時
※1人10分程度。
相談電話／5808－0906・7
問東京都人権啓発センター☎3871－0212
品川区人権啓発課☎3763－5391

区立の小・中学校の入学予定者へ
就学指定通知書を送ります
28年4月に入学するお子さんに、入学説明
会などの案内を記載した就学指定通知書
を、12月10日㈭に発送します。次にあて
はまる方は、学務課までご連絡ください。
○国・公・私立学校などに入学する方
○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
外国籍で区立小学校へ入学を希望する方、
28年3月に小学校を卒業予定で、区立中
学校へ入学を希望し、入学の手続きを行っ
ていない方は、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）

介護者教室
日12月12日㈯午後1時30分～3時30分
内介護者のための腰痛にならないからだ
づくり
人30人（先着）
場申12月11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）へ

国民健康保険料の口座振替
新規申し込みキャンペーン
申し込んだ方へ粗品をプレゼントします。
日12月28日㈪まで
人国民健康保険料に滞納がない、国保医
療年金課窓口で新規に口座振替の手続き
を行った方200世帯（先着）
※郵送申し込み、口座変更手続きの方は
除く。
問国保医療年金課収納係
（本庁舎4階☎5742－6678）

防音工事助成制度のお知らせ
中原街道の沿道にある自宅の防音工事を
行う方に工事費用を助成します。
※着工前に手続きが必要です。詳しくは、
区か都のホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
問東京都道路管理部管理課☎5320－5279
品川区都市計画課☎5742－6760

武蔵小山創業支援センター
オフィス入居者募集
商業・サービス業の創業事業者の育成を
目的としたインキュベーション施設です。
所在地／小山3－27－5
募集数／1室＝604号室（9.00㎡）
入居期間／2年間　
※2月入居予定。
※状況により1回更新可。
￥月36,000円、保証金108,000円
応募資格／サービス業か小売業で6カ月
以内に創業予定か創業後3年未満の中小
企業者で、成長意欲の高い方など
申込期限／12月21日㈪（必着）　
※要件や申込方法などは区ホームページ
をご覧いただくか同センター☎5749－
4540までお問い合わせください。
問商業・ものづくり課☎5498－6352

お知らせ！

北原友子＝ピアノ・椅子１組
〔地域振興基金〕167,359円（9・10月分）
杉内省吉＝1,000円、中尾誠利＝20,000円　他
〔ふるさと納税〕15,000円（10月分）

ご寄付をありがとうございました
（敬称略・順不同）

レッツ スポーツ
　空手道教室
日1月5日～3月29日の火曜日午後7時30分～8時30分
（全12回）※3月22日を除く。
場総合体育館
人16歳以上の方若干名（抽選）
￥6,650円（保険料込）
申12月21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6日～2月3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12月21日㈪（消印有効）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

　第65回品川区民スポーツ大会（冬季）
　スキー大会とスキー教室
日1月22日㈮午後10時～24日㈰午後9時
（大井町駅集合・解散、往復バス、車中1泊、ホテル1泊）
場志賀高原サンバレースキー場
宿泊／ビワ池ホテル（2朝食1夕食付き）
内教室＝初級以上の技術指導とポール練習、大会（23
日㈯午後）＝全長約150ｍに20旗門程度の回転競技
※大会は、初級以上の技量があれば参加可。教室参加
者の大会への参加は自由。
人18歳以上の方40人（先着）
￥20,000円（交通費・宿泊費・大会参加費込）
※2人1部屋希望は、2人同時に申し込みで1人1,000円
増し。　※大会のみ参加の場合も事前に申し込みが必
要（500円）。
申1月12日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ（12
月21日㈪を除く）

日12月23日㈷　場総合体育館
時間 種目

10:00～11:00 ①パパと動こう（2・3歳）＊
11:15～12:15 ②パパと動こう（4・5歳）＊
12:50～13:50 ③ピラティス入門
14:00～15:00 ④ヨーガ入門

人①②はお子さんと父親各15組、③④は16歳以上の方
各20人（先着）
￥1種目400円
申①②は12月7日㈪午前10時から、電話か直接窓口へ
（12月21日㈪を除く）、③④は当日、運動できる服、タ
オル、飲み物を持って会場へ

　冬季ゴルフ教室

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

2/1～3/28 月 14:00

各19,000円 各6人
（抽選）

馬込ゴルフガーデン
（大田区北馬込1－30－4）

Ｂ 2/2～3/29 火 17:50
Ｃ 19:00
Ｄ 1/28～3/31 木 14:00
E 1/31～3/27 日 19:40
F 初心者

初級者
中級者

1/18～3/7 月 16:00
加藤農園ゴルフリンクス
（大田区新蒲田3－12－2）

G 19:00
H 1/12～3/1 火 14:30
I 1/9～2/27 土 11:45

※費用は、貸しクラブ・ボール代込。 ※最少催行人数は、Ａ～Eコース各4人。
申12月16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

　　総合体育館トレーニング室　天皇誕生日特別プログラム

＊の種目は、上履きが必要です。

マイナンバー
「通知カード」「個人番号カード」

について
問戸籍住民課個人番号カード担当☎5742－6658

「通知カード」は12月中旬までに
配達される予定です

●マイナンバー総合フリーダイヤル
0120－95－0178

●英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
対応のフリーダイヤル
0120－0178－26（マイナンバー制度に関すること）
0120－0178－27

（通知カード・個人番号カードに関すること）

個人番号カード交付申請した方に、1月から
「個人番号カード」が発行されます
●「個人番号カード」でできること
1 個人番号の証明
2 各種行政手続きのオンライン申請
※29年1月開始予定です。
3 本人確認の公的な身分証明
4 コンビニエンスストア交付サービス
※28年9月からコンビニエンスストアで住民票、印鑑登録
証明書など各種証明書が受け取れるようになる予定です。

マイナンバー制度全般のお問い合わせは
●品川区マイナンバー・コールセンター
0570－66－6825

※12月29日㈫～1月3日㈰を除く。

通知カードなどについてのお問い合わせ
マイナンバー
広報キャラクター
「マイナちゃん」

クリスマスにちなんだ生き物「ホワ
イトソックス（シロボシアカモエビ）」
サンタのような赤と白の
かわいい姿を展示します。

●クリスマス特別イルカショー・アシカショー・ア
ザラシショー、クリスマス水中ショー、クラゲのフォ
トスタジオクリスマスバージョン、デンキウナギの
クリスマスツリー

￥1,350円（800円）、小・中学生600円（400円）、4歳～就学前300円（200円）、
65歳以上1,200円（700円）　※区内在住・在勤・在学の方は住所など（65歳以上
の方は年齢も）が確認できるものを各自提示すると（　）の金額になります。
場問同館（勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433 www.aquarium.
gr.jp/）

しながわ水族館のクリスマス2015

ホワイトソックス

12/25㈮まで



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://）

2015年12月1日号6

4月からの保育園・地域型保育の
利用申し込みを受け付けています
人・申込期限／
・27年11月30日までに生まれたお子さん
＝12月25日㈮　
・27年12月1日～28年2月4日に生まれた
お子さん＝2月5日㈮　
施設／①認可保育園　②小規模保育事業
③家庭的保育事業
申込書など配布場所／
保育課入園相談係、認可保育園
申申込書と必要書類を保育課入園相談係
か、希望する園のうち最上位の既存の認
可保育園へ持参
●4月1日開設予定の私立認可保育園
基本開園時間／午前7時30分～午後6時
30分　※延長夜間保育あり。

名称（仮称） 所在地 対象・定員
ウィズブック保育園
武蔵小山

小山
4－4－7

1～5歳児
60人

大空と大地のなーさ
りぃ大森駅前園

南大井
6－16－16

0～5歳児
80人

きたしながわさくら
さく

北品川
1－28

1～5歳児
63人

とごしの杜 平塚
2－18－19

0～5歳児
108人

ほっぺるランド
東五反田

東五反田
1－2

0～5歳児
60人

ポピンズナーサリー
スクール勝島

勝島
1－6

0～5歳児
60人

●4月1日開設予定の区立民営認可保育園
基本開園時間／午前7時30分～午後6時
30分  ※延長保育午後7時30分まで。
名称（仮称） 所在地 対象・定員

ひろまち 広町2－1－18 1～5歳児
300人

※入園申込者説明会を開催します。詳しく
は、夢工房法人本部 www.yumekou
bou.or.jp/hoiku/をご覧ください。
●4月1日開設予定の小規模保育事業
基本開園時間／午前7時30分～午後6時
30分　※延長保育あり。
名称（仮称） 所在地 対象・定員

保育ルームClover
西小山園Ⅰ・Ⅱ

小山
6－8－13

0～2歳児
Ⅰ:12人Ⅱ:19人

問保育課入園相談係
（第二庁舎7階☎5742－6725）

4月1日に認証保育所を開設します
名称・所在地／（仮称）東大井かがやき
保育園（東大井2－13－13）
対象・定員／0歳児（生後57日から）・1
歳児・2歳児＝各9人
申月～金曜日の午前10時～午後5時に、電
話でヒューマンテック☎6809－0294へ
問保育課開設・指導係☎5742－6936

再就職支援講習会
日12月25日㈮午後1時30分～3時30分
内高年齢者向け求人の最近の傾向、応募
書類の書き方、面接の決め手など

人おおむね55歳以上の就職を希望する方
場申電話で、サポしながわ（西品川1－28
－3中小企業センター☎5498－6357）へ

シルバー人材センター入会出張相談
日12月11日㈮午前10時～午後3時
場品川第二区民集会所（南品川5－3－20）
人区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
問同センター東大井支所☎3450－0713

中小企業パソコン教室

教室名 日時　
パワーポイント
（全2回）

1/16㈯ 9:30～16:30
17㈰ 9:30～12:30

エクセル初級
（全2回）

2/13㈯ 9:30～16:30
14㈰ 9:30～12:30

エクセル応用
（全3回）

2/24㈬～26㈮
18:00～21:00

場中小企業センター（西品川1－28－3）　
人区内中小企業事業主か在勤者各20人
（先着）
￥各1,500円（テキスト代）
申火～金曜日の午前10時～正午・午後1
時～5時に、電話でフォーティネットパソ
コンスクール☎3842－6453へ
問商業・ものづくり課経営相談係
☎5498－6334

発達障害・思春期サポート事業
第6回啓発講演会
日1月17日㈰午後1時30分～3時30分
場講堂（第三庁舎6階）
内「発達障害のある人の就労サポート～現
場から見る課題と展望～」
講師／堀江美里（就業・生活支援センター
WEL’S TOKYOセンター長）
人150人（先着）　￥500円（資料代）
申1月13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 moushikomi@gol.com）へ
問障害者福祉課☎5742－6389 

公園で愛犬と一緒に楽しむための
マナー講習会

日時 会場

12/12
㈯

9:30～11:30 しながわ中央公園（区役所前）

13:00～15:00 東品川海上公園（東品川3－9）

12/13
㈰

9:30～11:30 戸越公園（豊町2－1）

13:00～15:00 小山台公園（小山台2－2）
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　他
人飼い主と飼い犬各20組（先着）
申午前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へ

相 案談 内 ※祝日を
除きます

相談内容 曜日 時間 場所
区 民 相 談

㈪～㈮   9:00～17:00

区
民
相
談
室

☎3777－2000
※受付は午後4時
30分まで

犯 罪 被 害
者 等 相 談

法 律 相 談
第1㈫ 18:00～20:30

相談日1週間前の
午前9時から
☎3777－1111㈹
へ予約（先着）

㈬、第2・4㈪

13:00～16:00

税 金 相 談 第2・4㈫

不動産取引相談 第2・4㈮

司法書士相談 第2㈭

行政書士相談 第1～4㈮

社会保険労務士相談 第1㈮

人権身の上相談 第1・3㈫

国の行政相談 第1・3㈭ ☎3777－2000
※受付は午後3時まで

外国人生活相談 英　語／㈫
中国語／㈭   9:00～17:00

☎5742－6842
※受付は午後4時
30分まで

相談内容 曜日 時間 場所
カウンセリング
相談（電話）

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

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

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

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

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

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

就業センター
☎5498－6353職 業

相 談・紹 介 ㈪～㈮  9:00～17:00

わ か も の
就 業 相 談 ㈫～㈮ 13:00～17:00 商業・ものづくり課

☎5498－6352へ
予約女 性 向 け

就 業 相 談
㈪ 10:00～17:00
㈮ 10:00～12:00

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

第4㈫
電話相談 16:00～19:00

㈯電話相談 12:30～16:00
分譲マンション
管 理 相 談 第2・4㈬ 13:00～16:00 都市計画課☎5742－6777へ予約
住 宅 相 談
（リフォーム、
 建 て 替 え ）

第3㈬ 10:00～15:00
本庁舎3階ロビー
問都市計画課
☎5742－6777

家 庭 相 談 ㈫ 13:00～17:00 子ども家庭支援課
☎5742－6385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☎5742－6385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
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ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

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

講座・講演

　●お知らせ

ノロウイルスによる食中毒は一年を通して発生しますが、特に冬場に流行
します。予防のポイントを押さえ、冬場も元気に過ごしましょう。

　 　ノロウイルスによる胃腸炎
　ノロウイルスは手指や食品などを介してウイルスを
口から摂取することにより感染し、ヒトの腸管で増殖し、
おう吐、下痢、腹痛などを起こします。また、感染し
た人のふん便や吐ぶつからは大量のノロウイルスが排
出されるため、人から人への感染にも注意が必要です。

　 　予防方法
□ 手洗いを徹底
特に調理をする人は、しっかりと正しく手洗いをしま
しょう。
□ 食品は十分に加熱
中心部まで85～90度で1分30秒以上、火を通して食べ
ましょう。
□ 消毒
調理器具などや、ふん便・吐ぶつの処理後は消毒しま
しょう。消毒には塩素系漂白剤が有効です。

　 　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せず、症
状がひどい時には医療機関で適切な治療を受けてくだ
さい。

問生活衛生課☎5742－9139

ノロウイルスにご用心！ オール東京滞納STOP強化月間
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。

問税務課納税相談担当☎5742－6671～3
品川都税事務所徴収課☎3774－6666内線2510

6月から豚の肉や内臓を生食用として販売・提供
することが禁止されました。牛や豚だけでなく生
の肉や内臓は、「新鮮」なものでも食中毒が発生す
る危険があります。中心部まで十分に加熱して食
べましょう。特に、抵抗力の弱い子どもや高齢者
は重症化する可能性が高いので注意が必要です。

肉や内臓の生食による食中毒が
流行しています！

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。納税・課税証明書の発行、国民健康保険
資格取得・喪失・変更届けなどもあわせて行います。
　場問税務課（本庁舎4階☎5742－6671）
国保医療年金課（本庁舎4階☎5742－6679）
高齢者福祉課（本庁舎3階☎5742－6681）

特別窓口を
開設します

12月6日㈰ 午前8時30分～午後5時
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品川区史2014関連講座
「入門 東海道品川宿」
日1月30日㈯午後2時～4時
人16歳以上の方100人（抽選）
場申12月18日㈮（必着）までに、往復は
がき（1人1枚）に ｢区史関連講座｣ とし、
住所、氏名、年齢、電話番号を品川歴史
館（〠140－0014大井6－11－1☎3777
－4060）へ

東京都脳卒中医療連携推進事業公開
講座「脳卒中？その時あなたは…」
日12月12日㈯午後2時～4時
講師／今泉陽一（昭和大学医学部脳神経
外科講師）　
人100人（先着）
場参当日、TKPLuz大森カンファレンスセ
ンター（大田区大森北1－10－14）へ
問荏原病院地域医療連携室☎5734－
8000内線1602、健康課☎5742－6744

あったか手づくりサロン～かぎ針
と糸を使った小物づくり～
10分程度でできる小物を作ります。開催
時間内にお越しください。
日12月15日㈫午後2時30分～4時30分
場参当日、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）
へ

認知症カフェ「笑う門
かど

in西大井」
誰でも気楽に参加して相談もできるカ
フェです。焼き芋などの販売もあります。
日12月20日㈰午前10時～午後2時
場参当日、西大井在宅介護支援センター
（西大井2－4－4☎5743－6120）へ

品川清掃工場見学会
日12月26日㈯午前10時～11時30分
※現地集合・解散。
内ビデオなどによる説明と施設見学
人50人（先着）
場申12月24日㈭までに、電話で同工場
（八潮1－4－1☎3799－5361）へ

品川＆山北ふれあい交流　
親子でどんど焼き体験
日1月9日㈯午後3時～10日㈰午前10時頃
（現地集合・解散、1泊2日）
場ひだまりの里（神奈川県山北町）
宿泊／丹沢荘
人区内在住か在勤の親子10人（抽選）　
※大人だけの参加も可。
￥6,000円、小学生4,000円、幼児2,500
円（1泊2食付き宿泊費、プログラム参加
費、消費税）
申12月25日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「どんど」とし、参加者全員の住所・
氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号
を地域活動課市町村交流担当（〠140－
8715品川区役所☎5742－6856 Fax5742
－6877）へ

イベント
●演芸まつり　歌、日舞、マジック
など。12月6日㈰正午～午後3時30分。
当日、南大井文化 へ。☎090－
3428－5665ゆりかもめ・猪野
●クラシックファンタジー　12月
13日㈰午後2時開演。きゅりあん。
2,500円、小学生以下500円、前売
り2,000円。品川クラシック音楽協
会・原☎3450－7029へ
●品川童謡の会クリスマスの集い
ピアノ演奏で合唱。12月23日㈷午
後1時30分開演。500円。当日、ス
クエア荏原へ。☎090－6545－
8580山田

●東京バロック管弦楽団「弦楽と
チェンバロの演奏会」　12月27日
㈰午後1時30分～4時。当日、ス
クエア荏原へ。☎090－4959－
9679柳澤
●日本語教師入門養成講座　1月7
日～4月21日の㈭午後5時30分～7
時30分他（全15回）。IWCセンター（戸
越6）。12人先着。43,200円。電話
でIWC国際市民の会・合田☎6331
－4881へ
●東京総合健保ミニマラソン大会
3月6日㈰午前8時30分～午後3時。
大井陸上競技場。5km、10km。1,500
円。2月1日㈪までに、電話で東振協
事務局☎3626－7504へ

サークルなど
●荏原トリムクラブ　㈫午後7時。
第二延山小。月1,000円。（入）1,000
円。☎3783－2295竹本
●大井トリムクラブ　㈪午後7時。
大井第一小。3カ月2,000円。（入）
1,000円。☎3719－2301澤田
●後地空手サークル　高校生以下。
㈮午後7時。中原児童 。月300円。
（入）2,000円。☎3782－0730末永
●小筆を楽しむ会（書、写経な
ど）　道具貸し出しあり。㈫午前10
時。スクエア荏原。会場費など実費。
☎090－3220－7258根津

●品川ブルーインパルス（還暦野
球）　㈫㈭午後。天王洲グラウンド
他。月1,000円。☎090－6316－
5628猪鼻
●棋友会（将棋）　見学・初心者歓
迎。月3・4回午後1時。荏原第五 。
1回100円。☎070－5574－8467
井
い　げ　た

下田
●はじめての韓国語パートⅡ　60
歳以上。初級経験者向け。第1・3
㈮午後2時。ゆたかシルバー 。月
3,500円。☎3788－4133原
●大崎ビデオクラブ（制作・パソ
コン編集）　第2㈯午後1時30分。
大崎第二 。年2,000円。☎3779
－1388手島

●短歌（Kの会）　初心者歓迎。第
2㈭午後1時15分。きゅりあん。月
1,500円。☎3765－1617西村
●マジシャンズ（手品）　第2～4㈭
午前9時30分。中小企業 。月2,000
円。☎090－4668－9490いど
●品川ベースボールクラブ　60歳
以上。㈬㈯。天王洲グラウンド他。
☎080－5047－0714鎌田

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

催　し

文化・イベント情報文化・イベント情報

●12月4日㈮～9日㈬／古布を尋ねて　
第2回小野寺五月子作品展（手工芸）
●12月11日㈮～16日㈬／地・点からの発
信〈四人の作家展〉（油彩、彫刻）
●12月19日㈯～23日㈷／2015・日中文
化交流絵画展（工筆画、墨彩）
●1月16日㈯～19日㈫／平成27年度品
川区高齢者作品展（絵画、書道、民芸、
工芸、写真、俳句・短歌）
●1月29日㈮～2月3日㈬／夢のイスト
ワール展PART4 （絵画、工芸、立体、写
真、デジタルアート、手作り絵本）
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午前10時～午
後6時30分）
※開催時間は要問い合わせ。

●12月2日㈬～7日㈪／ひがしかぜ  あけ
のほし（絵画）
●12月10日㈭～14日㈪／第26回旭洋会
書道展
●12月16日㈬～21日㈪／蒼

そう

展2015 
（油彩）
●12月26日㈯・27日㈰／色の奔流（水
彩、墨彩）
●1月16日㈯・17日㈰／第4回子ども絵
画教室アトリエコッコ作品展
●1月20日㈬～25日㈪／第14回彩楓会
水彩画展
●1月27日㈬～2月1日㈪／薫風会展（油彩、
水彩）
場問同ギャラリー（大井町駅前イトー
ヨーカドー8階☎3774－5151午前10時
～午後8時）※開催時間は要問い合わせ。

Ｏ美術館  12月・1月の催し 区民ギャラリー 12月・1月の催し

申電話かはがき、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
○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。

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。
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
薬剤
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

※耐用年数（おおむね10年）・標準使用期限を経過した消火器は詰め替えできません。

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
アサヤマ 東五反田1－7－6 3443－6191
竹内商会 西大井2－17－10 3772－7913
東日工業 西五反田2－24－9 3494－8936
＊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。

家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん

  申し込み・配達

申し込み日 配達日
1日～25日 翌月中旬
26日～月末 翌々月中旬
※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。

メイプルカルチャー講座

詳しくは www.shinagawa-culture.or.jp/maple/で紹介しています。

【教養】デジカメをいかす写真撮影のワザ〈中級編〉、運命学
の目的 開運への道【センスアップ】アロマテラピー入門、美

的オイル生活 アマニ油でキレイになる【音楽】憧れのスタンダードナンバー
を歌おう【手工芸】大人の上質アクセサリー、シルクフラワーで作るコサージュ 
【親子】簡単ベビーマッサージ【料理】春のおもてなし料理、春の和菓子教室
○その他スポーツ・語学・絵画など、様々なジャンルを常時220講座以上。

場申メイプルセンター（西大井駅前☎3774－5050）

1月期生
募集中！

新規講座

　①読者モニター
人区内在住の方20人程度（選考）　内広報しながわについてのアンケート回答
　②子育てに関する記事の協力
人区内在住で子育て中の方10人程度（選考）
内子育て支援特集号のアンケート回答、掲載用写真の提供

申12月11日㈮（必着）までに、はがきかFAXで番号、住所、氏名、年齢、
性別、電話・FAX番号、②はお子さんの年齢・性別を広報広聴課（〠140
－8715品川区役所☎5742－6644FAX5742－6870）へ　
※初めての方優先。　※謝礼あり。

広報しながわの読者モニター・広報しながわの読者モニター・
子育て支援特集号などの協力者募集子育て支援特集号などの協力者募集
広報しながわの読者モニター・
子育て支援特集号などの協力者募集

広報しながわ（広報紙）
に対する意見を
お寄せください。

　政治家（区議会議員や区長などの公職に就いている人とこれから公職の候補者となろ
うとする人）が、自分の選挙区内にいる人に対して、お金や物などを贈ること（寄附）は
公職選挙法で禁止されています。
　また、有権者が公職の候補者などに寄附を求めたりすることも禁止されています。

●お歳暮やお年賀 ●病気見舞い ●葬式の花輪や供
花 ●開店祝いや落成式の花輪  ●入学祝いや卒業祝
い ●地域の運動会やスポーツ大会、お祭りへの寄
附や飲食物の差し入れ ●町会の集会や旅行などの
催し物への寸志や飲食物の差し入れ ●秘書や家族
などが代理で出席して出す結婚祝いや葬式の香典

問選挙管理委員会事務局☎5742－6845

有権者は求めない有権者は求めない政治家は贈らない政治家は贈らない

公職の候補者などが禁止されている寄附の例

年末年始は、忘年会や新年を祝
う催しなどに、公職の候補者な
どが出席する機会が多くなりま
す。寄附を「贈らない」「求めな
い」「受け取らない」ようにご注
意ください。

寄附はＮＯ！

共　

通

広報広聴課で配付する申込書を、同
課「区民の伝言板」係（〠140－
8715品川区役所本庁舎5階☎5742
－6644 Fax5742－6870）へ郵送
かFAX、持参　○区ホームページか
ら電子申請もできます。

申込方法
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・外国人人口…………10,998
　　男………………… 5,361
　　女………………… 5,637

総人口…………… 377,462世帯…………………208,889

・日本人人口………… 366,464
　　男…………………  179,786
　　女…………………  186,678

  人口と世帯（平成27年11月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

　

平成27年（2015）

12/1
1978号

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

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://cous.mail-dpt.
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
放送内容は、区ホームページから視聴でき、
専用機器に録音もできます。また、災害時
には、災害情報や生活情報を放送します。

※10月1日㈭から89.7Mhzに変わりました。

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

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 ラジオ

問広報広聴課☎5742－6631

で

しパソコン・
携帯

00分～ 10分～ 20分～ 30分～

土

品川区
週間ニュース＊
取材には区民の皆さんが
活躍しています

三之助　とっておきの品川
 　もう一つの荏原七福神

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 トビーが行く！
品川で電車がGO！

月 しながわのチ・カ・ラ
しながわご当地キャラ物語

火 トビーが行く！
しながわ個性派ミュージアム

水

しながわの
チ・カ・ラ
しながわ百景
今昔物語

トビーが行く！
しながわ伝統の
技と味を体験！

三之助　とっておきの品川
一級入魂！品川レディース

木

しながわほっとイン
フォメーション  
　 ごみの分け
方・出し方（仮）

品川の昔話
動かなかった
不動尊

品川歴史探訪
荏原に残る大正の名建築
星薬科大学メインホール　

金 復活！しながわ探検隊 三之助　とっておきの品川
受け継がれる品川のものづくり

新

三之助  とっておきの品川
もう一つの荏原七福神

新 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。　※防災行政無
線を聞くことはできません。

緊急情報発信ダイヤル
☎3777－2292

問広報広聴課☎5742－6631

和  裁

昭和39年入門
釼持　博

日12月11日㈮・12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 

伝 統 工 芸 の 実 演

● しながわみやげ　
● 品川介護福祉専門学校

次号予告　12月11日号

区内在住の噺
はなし

家
か

・柳家三
之助が、今年誕生した“も
う一つ”の荏原七福神を紹
介。キャラクターたちに込
められた、地域への思い
に迫ります。

区ホームページで動画配信をしています

国土交通省による羽田空港の機能強化に関する
「説明会」開催のお知らせ

　羽田空港は、国内各地と世界をつなぐ空の玄関口として日
本の経済・社会を支えています。
　国は、首都圏の国際競争力の強化、訪日外国人旅行者の増加、
国内各地への経済効果の波及などの観点から、羽田空港の更
なる機能強化（国際線の増便）を必要としており、その具体
化に向けて、南風運用時の午後3時～午後7時（前後30分間の
経路の切替時間を含む）に、着陸機が品川区内を通過する飛
行経路を提案するなど、検討を進めています。
　国際線増便の必要性や提案された実現方策について幅広く
意見を伺うため、ホームページなどによる情報提供や意見聴
取などと併せ、本年7月から9月にかけて品川区を含む各地で
説明会が開催され、多様な意見が寄せられているところです。
これまでに寄せられた意見は分類・整理した上で国土交通省
ホームページに掲載されています。
　国は、寄せられた意見を踏まえた上で、今後、更なる情報
提供とともに、より議論を深めていくための説明会を開催す
ることとしています。品川区内と周辺地域では、次の日程で
説明会が行われる予定です。

会場 日時

アトレ大井町3階セントラルガーデン
（大井町駅中央口）　

1/11㈷
11:00～17:00
1/12㈫・13㈬
13:00～19:00

大崎ニュー・シティ1階
イベント広場（大崎駅前）　

1/22㈮
13:00～19:00
1/23㈯
11:00～17:00

品川シーズンテラスカンファレンスＣ
（港区港南1－2－70）

1/24㈰
11:00～17:00
1/25㈪・26㈫
13:00～19:00

目黒区総合庁舎1階レストラン
（目黒区上目黒2－19－15）

1/16㈯・17㈰
11:00～17:00

国土交通省 0570－001－160
（IP電話からは☎03－5908－2420）
品川区都市計画課☎5742－6760
品川区環境課☎5742－6751

問い合わせ

※詳しくは、国土交通省の特設ホームページ「羽田空港のこれから」
http://www.mlit.go.jp/koku/haneda/をご覧ください。

南風運用時（年間約4割）新経
路（案）は、午後3時～午後7
時（切替時間含む）の運用を
想定。それ以外の時間帯は、
現行の飛行経路を運用

品川区

大井ふ頭付近
約700～800ft
(約210~240m)

品川駅付近
約1500ft
(約450m)

目黒駅付近
約1700ft
(約510m)

五反田駅付近
約1500ft
(約450m)

大井町駅付近
約1000ft
(約300m)

大井競馬場付近
約700～800ft
(約210～240m)


