
いつ起こってもおかしくない大きな災害から自
分自身を守るには、防災の知識が必要です。今
回は、公募で集まったジュニアレポーターたち
が、しながわ防災体験館で防災について学んだ
ことを紹介します。
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しながわ防災体験館特集：    、品川区では。まい テーマを設けて、
品川区内の「動き」をお伝えしています。

防災課啓発・支援係
☎5742－6696 Fax3777－1181

問い合わせ

しながわ防災体験館での体験内容は4・5ページへ

わたしたちが体験しました！

もしもに備えて
防災の知識を
身につけよう

期日前投票をご利用ください
選挙人名簿に登録があり、投票日当
日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬
祭などで、投票所へ行くことができ
ないと見込まれる方は、事前に期日
前投票ができます。投票の際には、
ご自分の入場整理券をお持ちくださ
い。期日前投票は、どの期日前投票
所でもできます。

●期日前投票所と期日前投票ができる期間

投票時間／午前7時～午後8時

東京都知事選挙の投票日です
問選挙管理委員会事務局
☎5742－6845 Fax5742－6894

期日前投票所 期間 時間
品川区役所
（第二庁舎6階261会議室）

7月15日㈮
～30日㈯ 午前8時30分

～午後8時
地域センター（13カ所）＊ 7月24日㈰

～30日㈯
※土・日曜日、祝日も受け付けます。
＊地域センターでは、平日午後5時以降と土・日曜日は期
日前投票の受け付けのみ行います。住民票の写しの発行
など通常業務は行いませんのでご注意ください。

7月
31日㈰

申9月9日㈮までに、作品の裏
面右下に区名、学校名、学年、
氏名（ふりがな）を書いて選挙
管理委員会事務局（第二庁舎6
階☎5742－6845）へ持参
※特選・入選の方には賞状と賞
品を、応募者全員に参加賞を差
し上げます。
※委員長賞や東京都の審査会
で入選した作品は、選挙啓発事
業などに使用します。

区の選挙啓発で使用するポスターを募
集します。投票参加の呼びかけなど、
選挙について自由に描いてください。
人区内在学の小学生～高校生
（1人1点）
画用紙の大きさ／四つ切り（54.2㎝
×38.2㎝）、八つ切り（38.2㎝×27.1
㎝）
画材／自由
（絵の具に限りません）

明るい選挙啓発ポスターコンクール作品募集

しながわ防災体験館 入館無料

所　在　地：広町2－1－36（品川区防災センター2階）
開館時間：午前9時～午後5時
休　館　日：月・土曜日、祝日、年末年始
問い合わせ：☎5742－9098
※団体予約もできます。空き状況の
確認など、詳しくはお問い合わせく
ださい。

○品川区防災課キャラクター
ジージョくん
名前の由来：
防災の基本理念の一つ「自助」
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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

ジュニアスポーツ教室（後期）小学生のみんな「科学あそび教室」だよ！
●ジュニアソフトテニス教室
日9月12日～29年2月27日の第2・4月曜日
午後6時～8時（全11回）　※1月9日を除く。
場総合体育館（東五反田2－11－2）
人小・中学生30人（抽選）　￥3,300円
●ジュニアバドミントン教室
日9月14日～29年2月22日の第2・4水曜日
午後4時～6時（全11回）　※11月23日を除く。
場総合体育館
人小学生～高校生40人（抽選）　￥3,300円
●ジュニア卓球教室
日9月10日～29年2月25日の第2・4土曜日
午後3時～5時30分（全11回）　※2月11日を除く。
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
※9月10日、11月26日は総合体育館。
人小・中学生30人（抽選）　￥3,300円

申8月9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、学校名、学年、スポー
ツ歴をスポーツ協会へ
※各教室とも、前期の受講者を優先します。

人小学生（抽選）　講師／①②③④⑦⑧⑨⑩坂口美佳子・⑤⑥斎藤晴美・⑪菅原由美子（科学読物研究会会員）
申8月1日㈪（必着）までに、往復はがきで希望番号（1枚につき1人1教室）、住所、氏名、学年、電話番号
を各図書館へ

産業技術高専オープンカレッジ「中学生のための小論文講座」

日9月17日㈯・18日㈰・24日㈯・25日㈰
午後2時～5時（全4回）
人中学2・3年生30人（抽選）
￥1,100円
場申9月1日㈭（消印有効）までに、はがきかFAX、Eメールで
講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を同校
（〠140－0011東大井1－10－40Fax3471－6338 soffice@
metro-cit.ac.jp）へ
問文化観光課生涯学習係

保育園・幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください

区立保育園・幼稚園では、保育体験や育児相談などを行っています。園児と一緒に遊んだり、お話会など楽
しいプログラムを用意しています。
人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）　※定員は実施園、実施内容により異なります。
申利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 希望の園へ
問実施園、保育課運営係☎5742－6724

番号 日時 内容 会場・申込先 人数
① 8/18㈭10:00～12:00 宇宙ってどんなとこ？ 品川図書館（〠140－0001北品川2－32－3

☎3471－4667）
各
30人② 8/18㈭14:00～16:00

③ 8/22㈪10:00～12:00
うずまきアンモナイトの
レプリカをつくろう！

大井図書館（〠140－0014大井5－19－14
☎3777－7151） 15人

④ 8/22㈪14:00～16:00
南大井文化センター（南大井1－12－6）
申南大井図書館（〠140－0013南大井3－7
－13☎3761－6780）

25人

⑤ 8/23㈫10:00～12:00

水の万華鏡をつくろう！

大崎図書館（〠141－0032大崎2－4－8
☎3495－0660） 20人

⑥ 8/23㈫14:00～16:00
荏原文化センター（中延1－9－15）
申荏原図書館（〠142－0053中延1－9－15
☎3784－2557）

30人

⑦ 8/25㈭10:00～12:00
酸とアルカリであそぼう
～入浴剤をつくろう～

ゆたか図書館（〠142－0042豊町1－17－7
☎3785－6677） 各

20人⑧ 8/25㈭14:00～16:00
荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
申二葉図書館（〠142－0043二葉1－4－25
☎3782－2036）

⑨ 8/26㈮10:00～12:00 ふくらむスライムと
スーパーボールをつくろう

源氏前図書館（〠142－0053中延4－14－
17☎3781－6273） 15人

⑩ 8/29㈪14:00～16:00 うずまきアンモナイトの
レプリカをつくろう！

八潮地域センター（八潮5－10－27）
申八潮図書館（〠140－0003八潮5－10－
27☎3799－1414） 各

30人
⑪ 8/29㈪14:00～16:00 スライムを作ってあそぼう

五反田文化センター（西五反田6－5－1）
申五反田図書館（〠141－0031西五反田6－
5－1☎3492－2131）

　8月に参加できる主な事業 ※日程など詳しくは各園へお問い合わせください。
各園の問い合わせ先は区ホームページをご覧ください。 保＝保育園、幼＝幼稚園

●園庭開放
月～土＝平塚保（午前10時～午後4時）
月～金＝ 大井保、大崎保、伊藤保
　　　　西中延保、東五反田保
　　　　（午前10時～正午）
22日㈪・23日㈫・24日㈬・25日㈭・
26日㈮＝第一日野幼
　　　　（午前10時～11時30分）

共　通

●プール開放
　 清水台保、五反田保、平塚保、
八潮北保

●リズム遊び
金＝南大井保

●身体測定
2日㈫＝東品川保、荏原西保
18日㈭＝西中延保

●おはなし会
24日㈬＝大井倉田保

●絵本の広場開放
18日㈭＝西中延保
●保育体験
日程など詳しくは区ホーム
ページをご覧ください。

日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー第2弾
バドミントン観戦ツアー

2020年東京オリンピック・パラリンピックの予定競技を見に
行きませんか。
日8月27日㈯
（総合体育館午前9時集合・午後5時30分頃解散、往復バス）
場駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（世田谷区）
人小学4年生～中学生の方40人（抽選）　※昼食は各自持参。
申8月10日㈬（消印有効）までに、往復はがきかFAXに「バ
ドミントン」とし、住所、氏名（ふりがな）、学校名、学年、
電話番号、保護者の氏名をスポーツ協会へ

   ご協力ください
■拠点回収
（古着・古布、廃食用油、不用園芸土、小型家電＜特定品目＞）
8月13日㈯・27日㈯午前10時～正午＝小学校など
29カ所　小学校（台場・三木・第一日野・第三日野・
後地・小山・第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・
城南第二・立会・旗台・大井第一・延山・宮前・芳水・
伊藤）、日野学園、伊藤学園、豊葉の杜学園、地域セ
ンター（品川第一・大崎第一・大井第二・大井第三・八潮）、
区役所、品川区清掃事務所　※雨天決行。

■使用済みインクカートリッジの回収
家庭で使用済みになったインクカートリッジを、区役
所・地域センターなど26カ所で回収しています。

   リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）
地域センター・図書館などの区施設などに置いてあり
ます。9月号の掲載は、8月22日㈪までに電話かFAX
でお申し込みください。

   リサイクルショップ「リボン」
18歳以上の方はどなたでも出品できます。希望の方は
電話か店頭で予約してください。
※出品時、住所・年齢の確認ができるものが必要です。
手数料／出品1点につき100円（家具は300～500円）
定休日／両店とも水曜日
夏季休業／8月10日㈬～14日㈰
※販売実費として、売り上げの42％をいただきます。
※不用品交換情報ボードは無料です。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。
大井町店

広町2－1－36　第三庁舎2階　☎5742－6933
営業時間／午前10時～午後5時30分
取扱商品／家具、インテリア用品、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に運送業者を紹
介します（運送料は有料）。
●大井町店「夏休みグッズフェア」
サングラス、帽子、キャンプ用品など、汚れや破損のな
い未使用の物を募集します。
募集期間／7月30日㈯まで
※出品は1人1回限り5点まで、予約してお持ちください。

旗の台店
旗の台5－13－9　旗の台駅南口下車　☎5498－7803
営業時間／午前11時～午後7時（祝日は午後5時まで）
取扱商品／衣服など日用品
※詳しくはお問い合わせください。
●旗の台店「婦人・紳士バッグ」「帽子・傘・サングラス」
の出品募集
日7月22日㈮～26日㈫午後1時～4時
※出品は1人1回限り10点まで、予約なしで身分証明書
を持ってお越しください。
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Fax

回収時間外に回収品目を施設に置いていく行為は
おやめください。

  ご協力ください

  リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）

   リサイクルショップ「リボン」

リユース
（再生・再利用）の協力店舗を募集します
家具や電気製品などの修理・修繕ができる店舗を
募集し、区民の皆さんにお知らせして循環型社会
を推進していきます。
申8月29日㈪（必着）までに、電話かはがき、
FAXで住所、店舗名（ふりがな）、扱っている物
（家具など）、電話番号を品川区清掃事務所へ

家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部助成
助成額・対象など詳しくはお問い合わせください。

電子
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電子＝区ホームページから電子申請可　　●費用の記載のないものは無料　●対象は原則として区内在住・在勤・在学の方

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   5日㈮ 10日㈬ 19日㈮
うつ病あんしん相談 26日㈮ 10日㈬   3日㈬
高齢期のこころの相談 23日㈫ 16日㈫ 24日㈬
児童思春期のこころの相談   3日㈬ 18日㈭ 25日㈭
問各センターへ

保健センターのこころの健康専門医相談 8月

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）

7月24日㈰
31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）

7月24日㈰

 赤沼医院 大　井 2 －21－10 ☎6809－9236
 ナムラ御殿山ガーデン歯科 北品川 4 － 7 －35 ☎5475－8148
 西小山歯科クリニック 小　山 6 － 6 － 8 ☎3781－4664
 阿部整骨院 西品川 3 － 1 －20 ☎3490－2730
 誠道館清水接骨院 小　山 2 － 6 －10 ☎3783－0685

7月31日㈰

 酒寄医院 東大井 2 －26－ 3 ☎3761－3250
 塩津歯科医院 南品川 2 － 4 － 5 ☎3471－0750
 矢部歯科医院 西品川 1 －29－ 4 ☎3781－4811
 篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
 上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

7月23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

7月30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
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応 急 診 療 所
小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

※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

日8月5日㈮午後2時～4時
人不登校・ひきこもりなどでお困りの家族
場申電話で品川保健センター☎3474－2904へ

がん検診・健康診査など
　職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。
　検診の種類によって日時などが異なります。詳しくは、区ホームページをご覧にな
るか、健康課へお問い合わせください。

一部有料

＊受診券有り

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。

キリトリ線

思春期家族教室

乳がん検診（予約制）＊…34歳以上の女性（偶数年齢時） 各医師会、契約医療機関、検診車
子宮がん検診＊…20歳以上の女性（偶数年齢時）

契約医療機関

大腸がん検診…40歳以上
喉頭がん検診（予約制）…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上の男性
胃がんリスク検診＊…（50・55・60・65・70・75歳）
20歳からの健康診査（20～39歳）
※28～30年度は、16～19歳の女性も受診可
胃がん検診（予約制）…40歳以上 各医師会

肺がん検診（予約制）…40歳以上 一般コース 各医師会、契約医療機関
ヘリカルCTコース 各医師会

成人歯科健診＊（40・45・50・55・60・65・70歳） 契約医療機関
障害者歯科健診…20～39歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡
結核検診（予約制）…65歳以上 契約医療機関

肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方 品川・荏原保健センター
契約医療機関

健
康
診
査

問40～74歳の方
　 ・品川区国民健康保険の方＝国保医療年金課保健指導係☎5742－6902
　 ・品川区国民健康保険以外の方＝加入する医療保険者にお問い合わせください
　75歳以上の方＝国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

健康課☎5742－6743　品川区医師会☎3474－5609　荏原医師会☎3783－5168
品川歯科医師会☎3492－2535　荏原歯科医師会☎3783－1878

キリトリ線

小

シニアクラブ
国民健康保険高齢受給者証を郵送します

国民健康保険に加入している70～74歳の方（後
期高齢者医療制度の被保険者を除く）に交付しま
す。自己負担割合は、28年度の住民税課税所得（課
税標準額）をもとに判定します。
○課税所得が145万円以上の方と同一世帯の70
～74歳の方＝3割
○課税所得が145万円未満の方＝2割（誕生日が
昭和19年4月1日以前の方は特例措置により1割）
○27年2月以降新たに高齢受給者証該当の方で、
世帯の高齢受給者証該当者に係る旧ただし書所得
（総所得金額等－33万円）の合計額が210万円以
下＝2割
●所得により3割負担となる方でも、次のいずれ
かにあてはまる方は、申請により負担割合を2割
（生年月日が昭和19年4月1日以前の方は1割）に
変更することができます。
①世帯の中で国民健康保険に加入している70歳
以上の方が1人で、総収入（必要経費等控除され
る前の金額）が383万円未満
②70歳以上の方が2人以上（後期高齢者医療制度
加入者を含む）で、総収入の合計が520万円未満
必要書類／確定申告書の写しか公的年金や給与
などの源泉徴収票など
※国民健康保険に加入している70歳以上の方、後
期高齢者医療制度に加入している方全員分が必要。
問国保医療年金課資格係
（本庁舎4階☎5742－6676）

10月から介護予防トレーニングをはじめませんか

毎日の生活の中で必要な筋力をつけて転倒を防いだり、動作が軽くなるための体操をします。
日10月～29年3月（全24回、＊は12回）※時間は2時間（③は4時間）程度。
人区内在住で、転倒の危険など心身に不安のある原則介護認定を受けていない65歳以上の方（抽選）
￥①②③各4,800円（＊は2,400円）④各9,600円　※③は昼食代（1回600円）別。
申8月12日㈮までに、本人が電話で希望の会場へ（1人1コースのみ）
問高齢者地域支援課☎5742－6733

会場・申込先 曜日 開始時間 定員

①
身近で

トレーニング

荏原在宅サービスセンター（荏原2－9－6☎5750－3708） 土 13:30 20人

中延在宅サービスセンター（中延6－8－8☎3787－2137）
月 15:20 各

12人金 13:30
15:20

戸越台在宅サービスセンター（戸越1－15－23☎5750－1052） 水   9:00 各
20人10:30

西大井在宅サービスセンター（西大井2－4－4☎5743－6125） 水 10:00 15人
大崎在宅サービスセンター（大崎2－11－1☎3779－3547） 木 13:30 12人

東品川在宅サービスセンター（東品川3－1－8☎5479－2946） 水 11:15 各
10人土 11:15

②
マシンで
トレーニング

西五反田在宅サービスセンター（西五反田3－6－6☎5434－5608） 木   9:30 各
8人13:30

東品川在宅サービスセンター（東品川3－1－8☎5479－2946） 月 11:15 10人
デイサービスセンタードゥライフ品川（南品川5－3－10☎3450－8136） 火 13:00 10人
八潮在宅サービスセンター（八潮5－10－27☎3790－0344） 水 15:00 10人
南大井在宅サービスセンター（南大井5－19－1☎5753ー3900） 木 15:30 12人

③
予防
ミニデイ

西大井在宅サービスセンター（西大井2－4－4☎5743－6125） 第2・4日＊ 10:00 15人
デイサービスセンター八潮陽だまり（八潮5－2－2☎3799－3077） 第1・3土＊ 10:30 25人
西五反田在宅サービスセンター（西五反田3－6－6☎5434－5608） 土 10:00 15人
南大井在宅サービスセンター（南大井5－19－1☎5753－3900） 日 10:00 50人

④
水中

トレーニング
南大井在宅サービスセンター（南大井5－19－1☎5753－3900） 水   9:00 各

4人10:00
土 10:00

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
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問地域活動課☎5742－6687

防災課啓発・支援係☎5742−6696 Fax3777−1181問い合わせ

ベートーヴェン「田園」フレッシュ名曲コンサート

大井剛史と東京フィルハーモニー交響楽団の叙情豊かな「田園」をお届けし
ます。新進気鋭の音楽家二人のフレッシュな演奏もお楽しみください。
日11月19日㈯午後3時開演（午後2時30分開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
出演／大井剛史（指揮）、東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）、
白井菜々子（コントラバス）、桑原志織（ピアノ）
￥S席3,500円、A席2,500円、B席1,500円（全席指定）
発売開始／7月29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／ www.shinagawa-culture.or.jp
※電話予約では座席の選択はできません。
※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。　※託児はありません。
問チケットセンター CURIA（キュリア）☎5479－4140

「打ち水大作戦しながわ2016」
問環境課環境推進係☎5742－6755

●打ち水百景写真コンクール
打ち水風景の写真をお寄せください。最優秀1作品には品川区内共通商品券1万円分、優秀5
作品には5千円分、佳作10作品には3千円分を進呈します。
申8月26日㈮（必着）までに、住所、氏名、年齢、電話番号、撮影した日時・場所、タイトル、
作品を環境課環境推進係（〠140－8715品川区役所本庁舎6階）へ郵送か持参
○区ホームページから電子申請もできます（ファイルサイズは1枚２MBまで）。
※応募は個人・団体とも3枚まで。組み写真不可。 ※撮影被写体の了承を必ず得てください。
※詳しくは区ホームページか、地域センターなどで配布するちらしをご覧ください。
●打ち水百景写真展開催
コンクールの応募写真を展示します。
日9月27日㈫～10月5日㈬午前8時30分～午後5時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）

●打ち水で真夏のまちに涼しい風を
期間 7月22日㈮大暑～8月23日㈫処暑

風呂の残り湯や雨水などを再利用し、「打ち水」を各家庭で行い、真夏のまちに毎日涼しい
風を吹かせましょう。　※打ち水用品の貸し出しを行っています。

真夏の気温を
2℃下げよう！

●代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人数などを電話
かFAX、ホームページ予約フォームで各施設へ直接お申し込みください。
※予約受付は先着順。ただし、繁忙期は抽選、締め切りはそれぞれの受付開
始月の月末。
※光林荘は、8月1日㈪〜11日㈷、17日㈬〜26日㈮は、小学校夏季施設な
どの利用により、一般の方は利用できません。

区民の方
（区内在住・在勤）

利用月の6カ月前の1日より
2月分の受付／8月1日㈪より

区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

予約受付　　　　午前9時～午後6時

伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321  Fax0557－35－0345

www.shinagawasou.com/

日光市細尾町676－1
☎0288－54－0988  Fax0288－54－0954

www.korinsou.com/

品川荘 光林荘

保養所をご利用ください！ 各施設へお問い合わせください

※区民の方は区の補助
により料金の割引があ
るので、宿泊時に住所
などが確認できるもの

（運転免許証、健康保険
証、社員証など、障害
のある方は障害者手帳
など）を宿泊者全員分
お持ちください（確認で
きない場合は、補助は
受けられません）。

   、品川区では。まい

スクリーンに映った火に向かって消火器で消火体験
をしました

中学生はスタンドパイプにも挑戦。消火
栓へのつなぎ方や放水も体験しました

1 防災展示

2 初期消火体験

区内の地域ごとの防災上の課題や取り組みをボード
などで紹介。災害時に役立つ防災用品なども展示し
ており、普段から災害に備える大切さを学びます。

高齢者や障害者
など、自力で避
難ができない方
の移乗方法や避
難誘導を体験し
ます。

消火栓から直接放水できるスタンドパイプや消火器、屋内消火栓を使った消火体験を行います。
※体験館で使用する消火器は訓練用です。 意外に重くて

びっくり！

要配慮者避難誘導体験

倉持倫子さん
源氏前小学校6年生

消火器訓練は前にも行ったことがあります
が、いざとなるとあせって
しまいました。今回は
消火器のみでしたが、
スタンドパイプにも
挑戦してみたいです。

防災に関する映像の上映やワークショップを行います。
※ワークショップは予約制です。

シアター／ワークショップルーム 応急救護体験

今回は東日本大震災で津波を
体験した、釜石市の高校生（当
時中学生）の体験談を交えた
映像を上映

実際の
津波の映像は
やっぱり怖い…

森　毅さん
海城中学校2年生

一番印象に残っているのはシアターで見た
東日本大震災の映像です。日頃の備えの大
切さを実感しました。今度は避難所までの
避難訓練に参加してみたいです。

建物に煙が充満したときに、煙に巻
き込まれないための正しい避難姿勢
を学びます。

避難姿勢体験 ま と め

姿勢を低くして廊下を渡ります。頭の位置が一定の高さより高くな
るとブザーが鳴ります

低い姿勢で
歩くのは
思ったよりも
難しいなあ

心肺蘇
そ せ い

生やAED（自動
体外式除細動器）など、
もしもの時に必要な応
急手当の方法を、訓練
用の人形を使いながら
学習します。

心肺蘇生法を2人１組になって練習しました

AEDの使い方も訓練しました

タイミングや
力の入れ方が
うまくいかない

渡辺琴絵さん
源氏前小学校6年生

応急救護体験など、丁寧に教え
てもらえて楽しく学習できまし
た。また、自助・共助・公助の
大切さを学びました。まだま
だ災害時に自分ができるこ
とがあると思うので、こ
れからも訓練に参加した
いです。

村井愛弓さん
荏原第一中学校7年生

母の友だちに勧められて応募しました。施設の訓練
を体験して、もしもの時を考えてもっとしっかり災
害に備えたいと強く思いました。災害は決して昔の
ことではなく、今も十分に起こりうるものなので、
災害が起きてもすぐ行動できるよう、そして身近な
人を守れるような知識が必要だと思います。

5

4 6

3

受付

入口

しながわ防災体験館は、日頃からの
備えや災害発生時の対応を学ぶ施設
です。防災の知識を習得できるよう、
スタッフの指導を受けながら様々な
体験ができます。

しながわ防災体験館に
ようこそ！

しながわ防災体験館
スタッフ

井東靖子さん

1

2
3

6

4

5

これから
防災の知識を

一緒に学びましょう！

まずは
自分の地域の
防災の課題や
取り組みを
知ろう 宇井愛美さん

カナディアンインターナショナルスクール6年生

ベッドから車いすに人を移すこと
がこんなに大変だとは思いません
でした。この体験から、正しい知
識を学校の外国人の友だちにも教
えたいと思いました。

人形をベッドから
車イスに移乗しました

人形でも
こんなに
重い…

悪路を車いすで進む訓練
では、なかなか進まず皆
さん苦戦

　市民後見人は、認知症や知的
障害・精神障害などで判断能力が
不十分な方に代わり、福祉サービ
ス契約や財産管理を行い、その方
の生活を支えます。
　成年後見制度の必要性は、年々
高まってきており、同じ地域に住
む身近な市民の目線で支援できる

「市民後見人」が担い手として期
待されています。
　市民後見人として必要な知識や
実務を学んでみませんか。全課程
終了後に修了証をお渡しします。

社会福祉協議会市民後見人養成講座

場社会福祉協議会（大井1－14－1）
人区内在住か在勤の20〜74歳で、
全回出席できる方30人（先着）
￥2,000円（資料代）
申8月26日㈮までに、電話で品川
成年後見センター☎5718－7174へ

●実務研修
日11月〜29年1月のうち5日間

（1日6時間）

●基礎講義（全6回）
日程 テーマ

 

９
月

 3 日㈯ 市民後見概論・対象者理解

10日㈯ 成年後見制度の基礎・民法
の基礎

24日㈯ 関係制度と法律・医療連携
と医療相談室の役割

10
月

 1 日㈯ 成年後見の実務・市民後見
活動の実際

 8 日㈯ 家庭裁判所の役割・地域の
取組現況・課題演習

15日㈯ 施設見学・体験実習・レポー
ト作成

※時間は午前9時〜午後4時。9月3日は午
前8時45分から。

28年度
受講生
募集

体験終了。
おつかれさまでした。

お家に帰っても家族で集合場所や
避難経路などについて
話し合っておこう！
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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

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
現況届のお知らせ
各自、認定基準に応じた書類を提出して
ください。提出期限を過ぎると振込日に
振り込まれない場合があります。
●児童扶養手当の資格をお持ちの方
児童扶養手当現況届を8月上旬に送付し
ます。現況届は資格更新の確認を行うた
めのものです。現在、手当が支給されて
いる方、支給停止中の方も必ず提出して
ください。
提出期間／8月1日㈪～31日㈬
○手当を受給して5年か、事実があってか
ら7年経過している方は、一部支給停止除
外申請書も併せて提出してください。
●特別児童扶養手当の認定の資格をお持
ちの方
毎年、所得状況届（現況届）を提出する
必要があります。手当が支給されている
方、支給停止の方で資格がある方には、
8月上旬に現況届を送ります。
提出期間／8月10日㈬～9月9日㈮
問子ども家庭支援課医療助成係
☎5742－9174

シルバー人材センター入会出張相談
自分にあった仕事を見つけませんか。
日7月26日㈫午前10時～午後3時
場大崎第一区民集会所（西五反田3－6－3）
人区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713

「自主的防犯活動団体」の活動支援
地域における犯罪の発生を未然に防止す
るために、自主的に防犯パトロール活動
を実施する団体を支援します。
対象団体／半数以上が区民で構成される
10人以上の団体
対象活動／定期的（月3回程度）で継続
的な防犯パトロール
支援内容／パトロールに必要な防犯グッ
ズなどの購入費（設立時に10万円、3年
ごとに5万円）
※詳しくはお問い合わせください。
問地域活動課生活安全担当☎5742－6592

私立幼稚園補助金の申請受付
区内在住で、満3～5歳（小学校就学の始
期に達するまで）のお子さんを私立幼稚
園などに通園させている保護者は、補助
金の申請をすることができます。申請書、
お知らせは通園している幼稚園で配布し
ています。
申7月29日㈮（必着）までに、申請書を
保育課保育教育計画係（〠140－8715品
川区役所第二庁舎7階☎5742－6597）
へ郵送か持参

多子家庭に学校給食費を補助します
受付期間／8月12日㈮まで
人区内在住で次の全てにあてはまる方
①小・中学校、義務教育学校に在学する
お子さんが3人以上いる
②3人目以降のお子さんが品川区立の小・
中学校、義務教育学校に在学中
③生活保護世帯・就学援助受給世帯でない
④28年度区民税所得割課税額（住宅借入
金等特別税額控除、寄付金税額控除の適
用前の額）の合計が基準額以下の世帯
※対象となる世帯には通知と申請用紙を
送付しています。
問学務課保健給食係☎5742－6829

小・中学生向け区内開催予定3競技
のリオ大会観戦ガイドの配布
2020年東京五輪・パラリンピック区内開
催予定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）の観戦ガイド
を手に応援しましょう。競技のルールや
選手へのインタビューを掲載しています。
配布場所／オリンピック・パラリンピッ
ク準備課、体育館、文化センター
問オリンピック・パラリンピック準備課
（第二庁舎6階☎5742－9109）

お肉の情報館
肉の生産・流通、人権問題の理解を深め
る展示と映像での説明を行っています。
日月～金曜日午前10時～午後6時
※祝日・年末年始を除く。

場中央卸売市場食肉市場
（港区港南2－7－19センタービル6階）
●7月23日㈯、8月20日㈯は臨時閉館し
ます。
問同市場☎5479－0651
人権啓発課☎3763－5391
※詳しくは www.shijou.metro.tokyo.
jp/syokuniku/topix/をご覧ください。

マンション管理士・一級建築士を派
遣します
内マンション管理士＝マンションの維持
管理や管理組合の運営についての相談
一級建築士＝マンションの大規模修繕に
ついての相談
※1回2時間程度。土・日曜日も可。
対象／区内にある分譲マンション管理組合
※1組合につき各3回まで。
申電話で、住宅課☎5742－6776へ

飼い猫の不妊・去勢手術費の一部を
助成します 電子

対象／品川区に住民登録をしている方が
飼っている生後6カ月以上の猫
※1世帯2頭。
助成（先着）／不妊（メス）＝8,000円、
55頭、去勢（オス）＝4,000円、40頭
※獣医師会でも同額を助成。
申8月1日㈪～10月14日㈮に、生活衛生
課で配布する申請用紙を同課庶務係（〠
140－8715品川区役所本庁舎7階☎5742－
9132）へ郵送か持参
助成方法／区指定の動物病院で、10月1
日㈯～31日㈪に手術を受けたときに、手
術料金から助成金額を差し引き

レッツ スポーツ

日8月6日～27日の土曜日
午後1時30分～4時30分（全4回）
￥1回100円　※小学生以下無料。
運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き、タオル、
飲み物を持ってこみゅにてぃぷらざ八潮（八潮
5－9－11）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

八潮地区バウンドテニス教室 日9月22日㈷午前9時～正午
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
部門／小・中学生の部、一般（高校生以上）の部（男・女）
種目／自由形（25m・50m）、平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライ・
ビート板（各25m）、個人メドレー（4泳法×25m）
※1人2種目まで参加可。
※障害の種別・程度によるクラス分けはしません。

人次の全てにあてはまる小学生以上の方
・障害者手帳などの交付を受けている
・健康上競技可能で、おおむね25m以上泳げる
・一人で更衣ができる
申8月21日㈰（必着）までに、はがきかFAXで大会名、部門、
種目、住所、氏名（ふりがな）、年齢、学年、電話番号、保
護者の氏名をスポーツ協会へ

第3回障害者水泳大会

日10月4日～11月22日の火曜日午前11時30分～午後1時（全8回）
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
人60歳以上の健康な方50人（抽選）
￥1,840円（保険料込）
申8月7日㈰（必着）までに、往復はがきで教室名、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号、在勤者は勤務先・所在地をスポーツ協会へ
※説明会は、8月23日㈫午前10時から総合体育館。
※後日、過去1年以内の健康診断結果の写しを提出。

シルバー水泳教室

日10月16日㈰
場きゅりあん（大井町駅前）
￥1団体1曲2,000円・2曲3,000円
※3人以上の団体で1団体2曲まで。
※120曲を超えたときは抽選。
申8月12日㈮（必着）までに、往復はがきに「民踊」
とし、代表者の住所・氏名・電話番号、曲名、団体
名をスポーツ協会へ

第66回品川区民スポーツ大会（秋季）民踊大会

日火曜コース＝9月6日・13日
午後6時30分～8時30分（全2回）
木曜コース＝9月8日・15日
午後1時30分～3時30分（全2回）
土曜コース＝9月3日・17日
午前9時30分～11時30分（全2回）
場東品川弓道場（東品川3－14－9）
人高校生以上の弓道未経験者各30人（抽選）
￥各1,000円
※弓具無料貸し出し。
主催／品川区弓道連盟
申8月10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、
年齢をスポーツ協会へ

弓道体験教室

日9月9日㈮午前9時から
※予備日10月7日㈮。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
試合方法／ダブルストーナメント戦
人区内在住か在勤の方、連盟登録者40組（先着）
￥1組3,000円、連盟登録者2,500円
主催／品川区テニス連盟
申8月26日㈮までに、費用を持って品川区ス
ポーツ協会へ（8月15日㈪を除く）

秋季レディース硬式テニス大会

￥参加費のほか年間登録費2,000円（28年度内有効、保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申7月31日㈰（必着）までに、往復はがきで教室名、コース、
住所、氏名、年齢、電話番号、泳力（クロールで何ｍ、HXは
背泳ぎ・平泳ぎも）をスポーツ協会へ　

※年齢は29年3月現在。　
※学校在籍者以外の方には後日、健康診断などの結果票を確
認させていただきます。　
※TW、HQは水中運動を含みます。

　水泳教室（9月～29年3月）

教室名 コース 対象 曜日 時間 回数 参加費 人数（抽選） 会場
みんな元気 TM 60～75歳 金 13:30～15:00 27回 20,250円 各20人

戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23）

シニア健康 TW 60歳以上 水 28回 21,000円
みんなの水泳教室 TP 16～70歳 第1・3・5

土 9:30～11:00 15回 11,250円

各10人

パワフルアクア TQ 18～60歳 火 19:30～21:00 27回 20,250円
夜間成人 SQ

16～65歳
水

19:30～21:00
28回 各

21,000円
品川学園温水プール
（北品川3－9－30）

アクアスターズ HX 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）アクアジョイ HQ 金 29回 21,750円

平日夜間 Q 木
26回 各

19,500円
日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）休日夜間 P1 55～70歳 日 17:30～18:30

サンデーアクア P2
16～65歳

18:30～19:30
夜間成人 YQ 火 19:30～21:00 29回 21,750円 八潮学園温水プール

（八潮5－11－2）

お知らせ！

7月1日号8ページに掲載した国民健康保
険の「限度額適用認定証」更新のお知ら
せの記事内に誤りがありました。お詫びし
て訂正します。
誤）44,000円（70歳以上の方・一般・
外来＋入院）
正）44,400円（同）
問国保医療年金課給付係☎5742－6677
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専門非常勤職員（ネウボラ相談員）募集
日8月から月16日（休務日は相談）
午前8時30分～午後5時15分
勤務場所／品川保健センター（北品川3－
11－22）
内妊婦への面接、産後の全戸電話相談など
月給／248,000円
※交通費支給なし。　※社会保険加入。
人助産師か保健師の資格を有する方
申7月29日㈮までに、電話で品川保健セ
ンター保健担当☎3474－2903へ

シニアITリーダー講習会
日8月29日㈪～31日㈬
午前10時～午後4時（全3回）
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内ITリーダー概論の講義・演習、IT技能
の実習
人次の全てにあてはまり、全回出席でき
る55歳以上の方12人（選考）
••Eメールを日常的に使用している
••9月10日㈯のシルバー成年式でイベント
コーナーの運営に協力できる
￥500円（教材費）
申8月1日㈪（必着）までに、はがきか
FAXに「ITリーダー」とし、住所、氏名、
年齢、電話番号、自己PRを高齢者地域支
援課介護予防推進係（〠140－8715品川
区役所☎5742－6733Fax5742－6882）へ

点字講習会
点字・点訳技術を身につけ、点訳ボラン
ティアを始めませんか。
日9月2日～11月25日の金曜日
午後1時30分～3時30分（全13回）　
人区内在住か在勤の健常者20人（抽選）
￥2,100円程度（点字器具・テキスト代）
場申8月15日㈪（必着）までに、往復は
がきで講習会名、住所、氏名（ふりがな）、
生年月日、電話番号、在勤の方は勤務先
住所を心身障害者福祉会館（〠142－
0064旗の台5－2－2☎5750－4996Fax
3782－3830）へ

小山台高等学校公開講座
多文化講座～世界と出会おう～
日8月23日㈫～26日㈮
午後6時～8時30分（全4回）

内ロシア・中央アジア・南アジア・アフ
リカの文化・言葉・音楽
人20歳以上の方20人（抽選）
￥1,000円（教材費別）
場申8月5日㈮（消印有効）までに、往復
はがきで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を同校（〠142－
0062小山3－3－32）へ
問文化観光課生涯学習係

東品川文化センター利用者協議会教室
太極拳教室（太極拳・木

もくれん

蓮）
日9月6日～10月11日の火曜日
午前10時から正午（全6回）
内太極拳（楊

よう

式）の簡化24式、功夫扇の
練習・習得
人10人（抽選）
申8月5日㈮（消印有効）までに、往復は
がきで教室名、住所、氏名、電話番号を同
センター（〠140－0002東品川3－32－10
☎3472－2941）へ

産業技術高等専門学校オープンカ
レッジ「論理の散歩道」
素朴な疑問の解決過程を、「論理」を使っ
て解説します
日9月10日㈯・11日㈰午後2時～4時（全2回）
人中学生以上の方20人（抽選）
￥2,100円
場申8月25日㈭（消印有効）までに、はが
きかFAX、Eメールで講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号を同校（〠
140－0011東 大 井1－10－40Fax3471－
6338 soffi  ce@metro-cit.ac.jp）へ
問文化観光課生涯学習係

メイプルカルチャー講座
現在募集中の講座です。定員になり次第
締め切ります。
①<夏休みこども教室>風船であそぼ！バ
ルーンアート  金魚くん袋
日8月26日㈮午後1時～3時
人小学生15人（先着）
￥2,500円（教材費込）
②東洋医学で美人計画
日7月26日～9月13日の火曜日
午後6時30分～8時（全4回）
※全5回のうち2回目からの途中入会。
人20人（先着）
￥8,300円（教材費込）
───────共　　通───────
場申電話で、メイプルセンター（西大井駅
前☎3774－5050）へ

〈
広
告
〉

講座・講演

「広報しながわ」を
個別配送します

人区内在住で新聞を購読し
ていない、高齢・子育て中・
障害があるなどで駅や区施
設などでの入手が困難な方
申電話かFAXで、住所、
氏名、年齢、電話番号、
入手困難な理由を広報広
聴課☎5742－6644 Fax
5742－6870へ

品川区民芸術祭2016
品川区民作品展　出展作品募集

部門 仕様

書　道
半切以下（全紙不可）の条幅（仮
表装可）、巻き物、額、短冊
※高さ200㎝（脚20㎝含む）のパ
ネル展示のため掲出に制約あり

写　真
四つ切り以上半切以下（デジカメは
A4以上）で台紙・パネル・額付き
※組は四つ切りで3枚まで

絵　画 4～25号　額付き
手工芸＊1

縦・横・高さ各100㎝以内華　道
その他＊2
＊1 押し花絵・ちぎり絵・パッチワーク・能面
などは、手工芸に含みます。

＊2 その他は、上記以外の部門で盆景などです。
※作品はそのまま展示できるようにして
ください。　※華道・盆景などの作品は、
期間中出展者が管理してください。
日11月9日㈬～13日㈰
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
人16歳以上の方（アマチュアに限る）
出品点数／全部門を通じて1人1点（本人
が1年以内に制作した未発表のものに限る）
作品搬入／11月8日㈫
表彰式／11月12日㈯
作品搬出／11月13日㈰・14日㈪
応募方法／9月30日㈮（必着）までに、
申込用紙を文化観光課文化振興係へ郵送
か持参
※申込用紙は地域センター、文化センター
などで配布。区ホームページからダウン
ロードもできます。

認知症カフェ「スマイルカフェさくら」
認知症のことなどを、気軽に話しませんか。
日8月7日㈰午後1時30分～3時30分
￥100円
場参当日、さくら会（南大井5－19－1）へ

品川＆山北「ふれあい交流」
第34回丹沢湖花火大会
約2,500発の打ち上げ花火、水中花火が
湖面を彩ります｡ 品川区から「大井権現
太鼓保存会」が出演します。
日8月10日㈬午後4時～9時頃
場山北町「丹沢湖花火大会」会場
交通／谷峨駅からバス（臨時バス運行）
内ふるさと物産展、演芸大会、太鼓演奏、
ソーラン山北、花火大会
問同大会実行委員会事務局☎0465－75－
3646、地域活動課☎5742－6856

消費者センターパネル展示
気をつけて！若者を狙う悪質商法
日7月25日㈪～8月26日㈮午前8時30分
～午後5時15分　※土曜日、祝日は除く。
火曜日は午後7時まで。
場区役所本庁舎・第二庁舎3階連絡通路
問消費者センター☎5718－7181

秋季品川区吟剣詩舞道大会
出演者募集
日10月23日㈰午前10時開演
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内吟詠・剣詩舞（絶句程度）の発表
￥吟詠1,500円、剣詩舞2,000円（昼食
代込）
申8月19日㈮（必着）までに、郵送で吟題、
作者、出演者名、電話番号、費用（定額
小為替）、返信用はがきを文化観光課文化
振興係か品川区吟剣詩舞道連盟・渡精華
（〠140－0011東大井6－1－7－803）へ

品川＆早川ふるさと交流「マウント
しながわ」里山再生参加者募集
日9月24日㈯～25日㈰
（午前7時30分集合・午後5時30分頃解散、
1泊2日、往復バス）
宿泊／町営ヴィラ雨畑（山梨県・温泉）
人森林作業、里山に興味のある区内在住
か在勤の18歳以上で、山作業が可能な健
脚の方3人（抽選）
￥7,000円（交通費・宿泊費込）
申8月12日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「マウント」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

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
古紙のリサイクル過程を追いかけます。
日8月24日㈬午前7時40分～午後5時30分
頃（区役所集合・解散、往復バス）
場品川区資源化センター（八潮1－4－1）、
レンゴー（埼玉県八潮市）など
人区内在住で、リサイクルに関心のある
小学生以上の親子40人（抽選）
※昼食は各自持参。
申8月4日㈭（必着）までに、電話かはがき、
FAXに「追っかけ隊」とし、参加者全員
の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番
号を品川区清掃事務所（〠141－0032大
崎1－14－1☎3490－7098Fax3490－
7041）へ

求　人 催　し

去る7月7日の第2回区議会定例会本会議で海
沼マリ子氏の教育委員会委員への任命が同意
され、7月21日付け
で就任しました。

教育委員が決まりました

海沼マリ子氏
人権擁護委員、品
川区民生委員推薦
会委員、平塚一丁
目南部町会会長

小さな旅の友
シルバーパス

問東京バス協会☎5308－6950

70歳以上で希望する方に、都内バス、都営
地下鉄、都電などを利用できるシルバーパ
ス（有効期限9月30日）を発行しています。
￥28年度の区民税が課税の方 10,255円
28年度の区民税が非課税の方 1,000円
※28年度課税でも、合計所得金額が125万
円以下の方は1,000円。

もったいないと感じて取り組んでいることを募集します。
最優秀賞1件にはトロフィー・賞状・品川区内共通商品券
5,000円分、優秀賞6件には賞状・商品券3,000円分、ア
イデア賞100件には商品券500円分を進呈します。
応募資格／区内在住か在勤・在学の方
発表／29年1月
申10月31日㈪（必着）までに、環境課か地域センターで配
布する応募用紙を郵送かFAXで、環境課環境推進係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6755Fax5742－6853）へ
※応募用紙は区ホームページからもダウンロードできます。

募集の
お知らせ

もったいない選手権



● 夏休みを楽しもう
● 五反田宇宙ミュージアム
● 介護保険制度の運営状況

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　8月1日号

　

平成28年（2016）

7/21
2008号

品川区

品川区は、サービス精神、
チャレンジ精神、新感覚
でイメージアップ運動を
進めています。

五反田文化センタープラネタリウム 場問同センター（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451Fax3492－7551）
shinagawa-gotanda-planetarium.com

　★8月のプラネタリウム

日内6日㈯・7日㈰・11日㈷①午前11時＝親子向け投影 ｢なつのおほしさ
ま｣「まくまくんの星空大冒険・夏」②午後1時30分③午後3時30分＝特
集のお話「世界の七夕物語」④5日㈮午後7時＝ヒーリング・プラネタリ
ウム
●夏休み特別企画〈13日から毎日投影！！〉
日内8月13日㈯～31日㈬①午前11時＝「ようこそ！しながわ水族館へ！」
「まくまくんの星空大冒険・夏」②午後1時30分＝「五反田文化センター
開館50周年記念番組」「まくまくんの星空大冒険・夏」③午後3時30分＝
「ビリオン・サン」
※13日㈯の③は星空ゼミ。
※20日㈯の③は特別投影のため休止。※22日㈪は休館日。

  1 特別投影「林完次の星空散歩」

日8月20日㈯午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（抽選）
￥300円、小・中学生100円

  2 8月の天体観望会「土星と夏の大三角」

日8月19日㈮午後7時～8時30分　講師／松谷研、宮坂憲央
人80人（抽選）　※中学生未満は保護者同伴。

申8月9日㈫（必着）までに、往復はがき（4人まで）
でイベント名、住所、電話番号、参加者全員の氏名（ふ
りがな）・年齢を同センターへ
※定員に満たない場合は、8月12日㈮午前10時から
電話受付（先着）。

共通

人①小学3年生以下のお子
さんと保護者の方86人②③
④各86人（先着）
※小学生未満は保護者同伴。
￥各200円
4歳～中学生50円
観覧方法／当日、会場へ

共通

★お昼のくつろぎ
　プラネタリウム（無料）
日8月3日㈬・4日㈭・10
日㈬午後0時35分～50分

※投影時間は約50分。各回前半は当日の星空解説。
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　国土交通省から提案があった「羽田空港の機能強化に関す
る飛行経路案」（南風時[全体の約4割]の午後3時から午後7
時に、着陸機が区内を通過する飛行経路案）については、こ
れまでに国が双方向の対話が可能な「オープンハウス型」の
説明会を2段階に分けて開催しました。
　国からは、説明会やホームページに寄せられた質問などに
対して回答がおこなわれ、寄せられた意見を分類・整理した
うえで、意見要旨を公表しています。それらを踏まえて、国は、
平成28年夏には「環境影響に配慮した方策」を策定していく
としています。
　区は、国に対して騒音や安全対策などについて、区民への
丁寧な対応と情報提供を要望するとともに、環境影響に配慮
した具体的な方策を立てるよう、引き続き国に申し入れてい
きます。
※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」 www.mlit.go.jp/koku/haneda/をご覧ください。
※国からニュースレター第5号が発行されました。

国土交通省による羽田空港の機能強化に関するお知らせ
～南風時の飛行経路（案）について～

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

問い合わせ

国は着陸開始高度の引き上げに伴い、一部経路を修正していますが、品川区上空では、従来の新経路（案）のとおりです。
また、北風時（年間約6割）は品川区内を飛行しません。南風時の新経路（案）品川区拡大図

南風時の新経路（案） 南風時の現行経路

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）の運用を予定。それ以外の時間帯は、
現行の飛行経路を運用
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13便程度/時 31便程度/時1,500m

※図・グラフなどの騒音レベル・高度は国からの資料によるものです。

【現状の騒音レベル（10分程度の簡易測定による参考値）】
・・住宅街（八潮パークタウン付近）平均値：約52dB　瞬間最大値：約72dB（トラック等）
・・駅前（大井町駅前）平均値：約61dB　瞬間最大値：約77dB（電車の通過音等）
・・幹線道路（第一京浜沿い）平均値：約64dB　 瞬間最大値：約86dB（大型トラック等）

音の大きさ（瞬間最大値）
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