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区制70周年に向けて区制70周年に向けて
品川区の品川区の情報発信情報発信がが新新しくしくなります！なります！
品川区は12月19日㈪から、ソーシャルネットワーキングシステム（SNS）を活用し、
情報発信を強化。区公式ホームページのトップページにSNSの内容を表示します。
平成23年12月にスタートした品川区公式のツイッターに加え、今回、ユーチューブとフェイスブックを新た
に開設。さまざまな世代・ライフスタイルの方でも使いやすいホームページに生まれ変わります。

ソーシャルネットワーキングシステム
（SNS）とは…
人と人のつながりを促進・支援するコ
ミュニティ型のネットサービスおよび
Webサイト。

URL  wa.city.shinagawa.tokyo.jp/
　品川区に住み続けたい理由やとって
おきスポットを紹介していま
す。動画「不動麗子が今日も
行く」もご覧いただけます。

問い合わせ　広報広聴課 ☎5742－6612　　　　　　　　　　　 Fax5742－6870

これからも、さまざまなメディアを活用して品川区の魅力を発信していきます

品川区のさまざまな情報をフェイスブックで発信！
URL  facebook.com/city.shinagawa/
　区内の出来事を写真付きで紹介する「しながわ写真ニュース」
の情報など、区主催事業を中心にフェイスブックで配信します。
　面白かったニュースには、「いいね」ボタンを押してください！

「しながわWEB映像館」を
ユーチューブに移行！
URL  youtube.com/channel/
UCIFMPWFytLGMhyniNk-mnpQ
  品川区公式チャンネル  で検索
　ケーブルテレビ品川などで放送
した区広報番組を動画配信してい
る「しながわWEB映像館」が、ユー
チューブの品川区公式チャンネル
「しながわネットTV」になります。
　動画の内容をテキストで表示す
るなど、耳の不自由な方でも動画
を楽しめます。

ツイッター

シティプロモーション特設サイト

URL  twitter.com/shinagawacity
　品川区ツイッターは、イベントや講座
をお知らせするほか、大雨・洪水警報
や地震速報などの防災気象情報をリア
ルタイムに配信しています。

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity

※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

トップページをリニューアル
URL  city.shinagawa.tokyo.jp/
　品川区公式SNS（ユーチューブ、フェイスブック、ツイッター）
をトップページに表示。見たい、知りたい情報にすぐアクセスで
きるようになります。

※「コメント」欄などにご意見・ご質問をお書きいただいても、個別に回答は
いたしませんので、ご了承ください。
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　親子で防災体験！その2

親子で一緒に防災について考えてみませ
んか。
日1月15日 ㈰・29日 ㈰、2月12日 ㈰・
26日㈰、3月5日㈰・19日㈰
午前10時～11時40分
内倒れるブロック塀体験、消火器まとあ
てなど
人小学生までのお子さんと保護者
各10組20人（先着）
場申各日3日前までに、電話か直接しな
がわ防災体験館（第二庁舎2階☎5742
－9098）へ
問防災課啓発・支援係☎5742－6696

　しながわ水族館 親子体験イベント

日1月29日㈰午前8時50分～11時30分頃
内「いきもの講座 サメマイスターと学
ぶサメ・エイ講座」
人区内在住の小学4～6年生と保護者
5組10人（抽選）
￥1組3,000円（入館料・保険料込）
場申1月10日㈫（必着）までに、往復は
がき（1組1枚まで）に「親子体験イベン
ト」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
生年月日、性別、電話番号、学年をしな
がわ水族館（〠140－0012勝島3－2－1
しながわ区民公園内☎3762－3433）へ
※結果は1月15日㈰までに通知します。

　ちびっこ水泳教室

日1月10日～31日の火・木曜日
午後3時30分～4時30分（全7回）
場日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）
人5歳～就学前のお子さん30人（抽選）
※午後3時20分の集合時間に集まれる方
を募集します。
￥7,000円（登録費・保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申12月17日㈯（必着）までに、往復は
がきで住所、氏名、年齢、性別、電話番
号、保護者氏名、幼稚園・保育園名をス
ポーツ協会へ

　第3期親子体操教室

日1月12日～3月2日の木曜日（全8回）
コース・対象・時間／
①パンダ（平成23年4月2日～25年4月
1日生まれ）午前9時15分～10時15分
②コアラ（平成25年4月2日～26年4月
1日生まれ）午前10時30分～11時30分
内マット、ボール、リトミック、トランポリン　他
人各50組（抽選）
￥各3,680円（保険料込）
場申12月19日㈪（必着）までに、往復
はがきで教室名、コース、住所、親子の
氏名（ふりがな）、電話番号、お子さん
の生年月日・性別を戸越体育館へ

〠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

　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します。
日1月12日㈭午後3時10分～4時10分
人おおむね1・2カ月児の母親20人（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2903へ

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 2/19㈰ 9:30～12:30

13:30～16:30
荏原保健
センター 2/ 4㈯ 9:30～12:30

13:30～16:30
内もく浴実習、講義「赤ちゃんとの生活」、
マタニティリラクセーション他
人区内在住で、初めての出産を控えた妊
娠22週以降のカップル24組（選考）
申1月10日㈫（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、希望日時（第
3希望まで）、2人の住所・氏名・電話番号・
Eメールアドレス、出産予定日をポピン
ズ品川区係（〠150－0012渋谷区広尾5
－6－6広尾プラザ5階）へ
●区ホームページの「子ども・教育」⇒「妊
娠・出産」⇒「妊娠中のサ－ビス」⇒「二
人で子育て（両親学級）土日開催」から
も申し込めます。
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016

　むし歯撃退教室

日1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（フッ素）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25組（先着）
場申電話で品川保健センター☎3474－
2902へ

　しながわネウボラネットワーク
　「産後ケア（宿泊型）」が始まりました

区指定医療機関で受ける産後ケアの費用
の一部助成をモデル実施しています。
内母体・乳児の健康チェック、育児相談、
授乳指導、産婦同士の交流など
人区内在住で、次の全てにあてはまる産
後2カ月までの初産の方
●家族からの十分な支援が受けられない
●体調不良や育児不安がある
※病院の空きベッドがある場合に利用で
きます。
対象施設／①NTT東日本関東病院（東五反
田5－9－22）②東芝病院（東大井6－3－22）
③昭和大学病院（旗の台1－5－8）④聖路
加産科クリニック（中央区明石町1－24）
※①②③は、出産後引き続き宿泊する方
のみ2泊3日まで利用できます。
※①②③以外の病院で出産し、④に転院
して利用する場合は3泊4日まで。
自己負担額／1泊2日10,000円（以後1日
10,000円）　※多胎による追加料金・収
入状況による減免あり。
申妊娠8カ月から利用予定日の2週間前ま
でに、保健センターへ電話連絡後、母子
手帳と申請書を持参　※申請書は各保健
センターで配布するほか、区ホームペー
ジからダウンロードもできます。
※詳しくはお問い合わせください。
問品川保健センター☎3474－2903
大井保健センター☎3772－2666
荏原保健センター☎3788－7016

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

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。

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11日㈰
18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11日㈰

 柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
 野村歯科医院 大　井 1 －25－ 4 ☎3776－0121
 梅宮歯科医院 平　塚 1 － 5 － 5 ☎3781－8880
 滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496
 昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

12月18日㈰

 林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
 三木歯科医院 大　井 1 －37－ 2 ☎3776－5252
 桑鶴歯科医院 平　塚 3 － 3 － 7 ☎5750－4618
 根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
 須藤柔道整復院 中　延 5 － 8 －12 ☎3783－0526

  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17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

※重病の方は119番をご利用ください。

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
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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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妊娠・出産、育児に役立つ
子育て支援情報や施設マッ
プなど、子育て中の保護者
が知りたい区の子育て情報
を発信します。

●スマートフォン
　はこちらから

しながわパパママ
応援アプリ

お子さんの年齢に応じて、気をつけた
い点や行政の手続き、相談窓口などが
書かれた小冊子です。母子健康手帳と
一緒にお渡しするほか、区ホームペー
ジにもPDFファイルで掲載しています。

いきいきあんしん
子育てガイド

区の子育て情報はこちらから入手できます 問子ども育成課☎5742－6720

http://city-shinagawa-kodomomirai.tokyo/

●パソコンサイト
　はこちらから
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図書館の年末開館（12月29日㈭・
30日㈮）を中止します
品川・荏原・大崎・大井図書館で行ってい
た年末開館は、区の通信ネットワーク変更
作業に伴い業務システムを全て停止するた
め、中止します。年末は12月28日㈬まで、
年始は1月4日㈬より開館します。
問品川図書館☎3471－4667

障害者福祉手当を支給します
12月20日㈫頃、受給者の口座に振り込み
ます。振込通知は年1回、4月期に送付済
みです。
人次のいずれかにあてはまる方
●身体障害者手帳1～3級●愛の手帳1～4
度●脳性マヒ・進行性筋萎縮症●戦傷病者
手帳特別～第4項症●規則に定める特殊疾
病にり患している●精神の障害により1級
の障害基礎年金などを受給している
※児童育成手当（障害手当）に該当する方、
障害者支援施設や特別養護老人ホームな
どの施設へ入所している方は手当の支給
対象になりません。　※所得制限額（扶養
のない方で3,604,000円）を超えている方や
申請時に65歳以上の方は対象になりません。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707Fax3775－2000）

おもちゃの病院にサンタがやってくる ！
日12月17日㈯午後1時～3時30分
※修理の受け付けは午後3時まで。
内こわれたおもちゃの修理、釣りゲーム、
マジック　※修理に時間を要する場合は入
院。　※おもちゃを持参しなくても参加可。
場参当日、直接消費者センター（大井1－
14－1☎5718－7181）へ

ひとり親家庭等医療証の現況届（更
新）の手続きはお済みですか
　現在医療証をお持ちの方の有効期限は、
12月31日㈯です。1月以降も引き続き医療
助成を受けるには、現況届による更新の手
続きが必要です。資格をお持ちの方には、
既に現況届用紙を送付しました。まだお済
みでない方は至急提出してください。　
　現在、医療費助成を受けていない「ひと
り親家庭等」の方で該当する方は、新たに
申請することで、申請日からひとり親家庭
等医療費助成が受けられます。
問子ども家庭支援課医療助成係
（本庁舎7階☎5742－9174）

第4回東京二十三区清掃一部事務組
合議会定例会を傍聴できます
日12月27日㈫午後3時（予定）から
人30人（先着）
場・傍聴方法／当日、午後2時より東京区
政会館20階（千代田区飯田橋3－5－1）へ
問同組合議会事務局☎5210－9729

品川介護福祉専門学校 1月入試の案内
修業年限／2年（昼間）
取得資格／介護福祉士国家試験受験資格
応募資格／①学校推薦＝29年3月卒業見
込みの高校生②一般入試＝高校卒業か卒
業見込み、高校卒業と同等の学力があると
認められる方
選考日程／1月15日㈰
出願期間／1月12日㈭まで
選考内容／書類選考・面接、②作文あり
選考料／①免除②13,000円
※詳しくは、同校・図書館・地域センター
などで配布する募集要項をご覧いただくか
お問い合わせください。
問同校（西品川1－28－3☎5498－6364）

事務所スペースを貸し出しています
区内で社会貢献活動やその他公益活動を
行っている非営利団体に、活動の拠点とな
る事務所スペースの空き室を随時貸し出し
ています。
場こみゅにてぃぷらざ八潮「協働推進室」
内（八潮5－9－11）

種類 月額使用料 設置数
半個室（約30㎡） 10,000円 8ブース
4人用ブース（約10㎡） 6,000円 5ブース
2人用ブース（約5㎡） 3,000円 3ブース
1人用ブース（約2.5㎡） 1,500円 2ブース
使用期間／3年以内
申地域活動課で配布する「活動拠点室募
集の手引き」を確認のうえ、申請書を同課
協働推進係（第二庁舎6階☎5742－
6693）へ持参
※空き状況は、事前にお問い合わせくださ
い。
※毎月10日に締め切り、審査のうえ貸し
出しを決定します。
※申請書と手引きは、区ホームページから
ダウンロードもできます。

品川＆早川ふるさと交流
早川町民スポーツ広場の利用申し込み
山梨県早川町で夏の合宿をしませんか。
日7月21日㈮～8月31日㈭
人区内のスポーツ団体
￥1時間600円
申1月13日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「スポーツ広場」とし、団体名、種
目、利用人数、代表者の住所・氏名（ふり
がな）・電話番号、利用希望日、宿泊先を
地域活動課市町村交流担当（〠140－
8715品川区役所☎5742－6856Fax5742－
6877）へ
※利用希望日が重複した場合は抽選。

住宅相談会を開催します
区内施工業者と建築士が、住宅のリフォー
ムや建て替え、耐震改修などに関する相談
を受けます。予約は必要ありません。
日毎月第3水曜日午前10時～午後3時
場本庁舎3階ロビー
主催／品川区住宅耐震化促進協議会
問住宅課住宅運営担当☎5742－6776

国民健康保険の届け出をお忘れなく
　国民健康保険に加入するときや、やめる
ときは14日以内に本人による届け出が必
要です。また、保険証に記載されている内
容に変更があった場合（住所・世帯主変更
など）も手続きが必要です。国保医療年金
課（本庁舎4階）、品川第一・大崎第一・
大井第一・荏原第一・荏原第四・八潮地
域センターで手続きをしてください。
　保険料は資格取得日の属する月からか
かります。加入の届け出が遅れると、遡っ
て保険料が請求されますが、届け出前の医
療費は全額自己負担となります。
　また、国民健康保険の資格喪失日は会
社などの健康保険に加入した日となりま
す。喪失後に国民健康保険証を使って医
療機関で診療を受けたり、薬局で薬剤の処
方を受けた場合は、国民健康保険で負担
した医療費を後日お返しいただきます。
問国保医療年金課資格係☎5742－6676

コンビニ交付休止日のお知らせ
メンテナンスのため、12月23日㈷はコン
ビニエンスストアでの証明書交付サービス
を終日休止します。
問情報推進課番号制度担当
☎5742－6619

お知らせ！

ボランティア募集

品川区地域貢献ポイント事業
●リハビリ手伝い
高齢者施設で体操の見守りをします。
日週1回～（月～土曜日）
10:00～12:00か14:00～15:00
場サニーデイサービス（西大井5）
●食事の配膳・下膳、食器洗い
高齢者施設で食事の配膳・下膳と
食器洗い、話し相手をします。
日週1回～（月～金曜日）
11:30～13:00
場つばさデイサービス（小山6）
●入浴後の手伝い　ポ
高齢者施設で入浴後の髪乾かしや
化粧水・乳液などをつけます。
日週1回
火・木・金曜日10:30～11:30
火・金曜日13:45～15:00
場戸越台特別養護老人ホーム（戸越1）

●話し相手
高齢者施設で話し相手とおやつ後
の下膳、食器洗いをします。
日不定期（火～土曜日）
15:00～16:30
場くおりあ湯～亀（旗の台4）
●配膳・下膳のお手伝い　ポ
高齢者施設で昼食準備や片付けの
手伝いをします。
日金曜日11:30～12:30
場東品川在宅サービスセンター
（東品川3）
●演芸ボランティア
高齢者施設で手品や歌、楽器演奏
を披露します。
日日にちは応相談　14:00～15:00
場グループホームカルナ五反田
（西五反田3）

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

品川ボランティアセンター☎5718－7172
高齢者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733

品川ボランティアセンター☎5718－7172
 shinashakyo.jp/volunteer/

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定す
るボランティア活動1回につき、1ポイントを差し上
げています（年間50ポイントが上限）。ためたポイ
ントは区内共通商品券との交換か、福祉施設などに
寄付ができます。事前にボランティアセンターや対
象施設などで申し込みが必要です。登録者には「は
つらつカード｣ を発行します。
人区内在住でおおむね60歳以上の方
対象施設／区が指定する高齢者施設、障害者施設な
ど（さわやかサービス、ほっと・サロン、支え愛・ほっ
とステーションでの活動も含まれます）
※詳しくはお問い合わせください。

○28年（黄緑色）のはつらつカードをお持ち
の方はポイントを交換してください。
12月末までの活動でためたポイントを交換して
ください。
50ポイント未満の方の交換方法／1月10日㈫～
2月28日㈫午前9時～午後5時に「はつらつカー
ド（黄緑色）」と印鑑を持って品川ボランティア
センター（大井1－14－1）へ　※50ポイントた
まっている方の交換は随時受け付けています。

○新しいカードを送ります。
現在はつらつカードをお持ちの方には、1月
から使用できる「はつらつカード（えんじ色）」
を12月中に送付します。

■使用済みの切手・テレホンカード類（未使用も可）を品川ボランティアセンター（〠140－0014大井1－14－1）へ送ってください

品川区職員募集
採用職種 受験資格 採用予定数 主な勤務場所 第1次選考

看護師（Ⅱ類） 国籍を問わず、昭和47年4月2日以降に生まれ、看護師免許を有する方（29年2月実施の国家試
験による免許取得見込みを含む） 若干名 保育園など 択一（教養）

・作文

心理（Ⅰ類） 国籍を問わず、昭和52年4月2日以降に生まれ、大学の心理学科を卒業か29年3月までに卒業見
込みの方　※心理学科以外の学科で心理学に関する科目を40単位以上修得した方を含む。 若干名 子ども育成課など 論文

事務（Ⅲ類）
【任期付職員】＊ 日本国籍を有し、平成11年4月1日までに生まれた方 10～15人程度 区役所・

地域センターなど
択一（教養）
・作文

福祉
〈保育士／児童指導〉（Ⅱ類）

【任期付職員】＊

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保育士資格を有し、29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）

30人程度 保育園・
児童センターなど 作文

保健師（Ⅰ類）
【任期付職員】＊

国籍を問わず、次の全てにあてはまる方
①平成7年4月1日までに生まれた　②保健師資格を有する（29年2月実施の国家試験による免許
取得見込みを含む）

若干名 保健所・
保健センターなど 論文

任用開始／4月1日㈯以降　＊任期はおおむね6カ月～3年未満
第1次選考日／1月15日㈰　第2次選考日／2月中旬（面接）
実施要綱・申込書配布場所／人事課人事係、地域センター、サービスコーナー
※郵送で請求する場合はお問い合わせください。
※区ホームページからダウンロードもできます。

申1月4日㈬（必着）までに、人事課人事係（〠140－8715品川区役所☎5742－
6628）へ持参か、簡易書留で郵送
○心理（Ⅰ類）以外は区ホームページから電子申請もできます。

※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。
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問い合わせ
健康課健康づくり係
☎5742－6746
Fax5742－6883

健康のために
ただ歩くので
はなく“誰で
も、どこでも、
いつでも、気

軽に”区内の見どころを巡りなが
らウオーキングを楽しめるのが
「品川区ウォーキングマップ」で
す。分かりやすく持ち歩きしやす
い冊子と、スマートフォンやタブ
レット端末で見ることのできるア
プリ版を用意。アプリ版には歩い
た距離を記録するなど、便利な機
能も。今回は、アプリ版を使って
21コースある中から、荏原七福
神コースを歩いてみました。
※七福神コースは東海七福神コー
スもあります。

〝品川区ウォーキングマップ〞 発売中
「散歩が楽しいまちしながわ」をテーマに、
初めて訪れる方にも分かりやすく歩け
るよう、主要観光スポット巡りを21
コース紹介しています。この冊子
を参考に、健康づくりのウオー
キングを始めてみませんか。
販売場所／健康課（本庁舎
7階）、区政資料コーナー（第
三庁舎 3階）、地域センター

楽しみながら歩こう　しながわウオーキング

七福神のキャラクターで
もう一つの七福神めぐりを楽しめます。

2015年６月、一般公募によるデザ
インコンテストでもう一つの荏
原七福神のキャラクターが決定
しました。それぞれのキャラク
ターのスタンプを集めることがで
きます。
※毎年1月1日～7日に各社寺で開
催しています。

デザ
荏
定
ク
で

で開

問い合わせ
健康課健康
☎5742－6
Fax5742－6

　　　まずはウオーミングアップ
　　　今回のコースは立会道路を歩く約2
時間のコース。けがをしないためにウオー
ミングアップは入念に。

いざ、スタート！
大井町駅を出発。
行ってきまーす！

通称、猫公園では「花
子と太郎」の像がお
出迎え。最初の七
福神まではもうすぐ。

無料で使えるアプリ版（通
信料を除く）は、iPhone 版
とAndroid 版で利用できます。
ウオーキングに必要な距離・経
路を測る機能のほか、他のユー
ザーとスポットへの到着
を競うゲーム機能なども。
盛りだくさんの内容です。

アプリは無料！

①大
お お い ざ お う ご ん げ ん

井蔵王権現神社
（大井1－14－8）

江戸時代に火事や疫病がは
やったとき、この地域は権
現神社の天

て ん ぐ

狗のおかげで免
れたとの言い伝えがあります。

大きな煙突が目印の昔ながらの
銭湯、大盛湯。次は立ち寄ってみ
ようかな。

②東光寺
（二葉1－14－16）

境内には、下
し も

の病になら
ぬよう東

と う す

司（トイレ）の
神として烏

う す さ ま だ い み ょ う お う

瑟沙摩大明王
が祀

ま つ

られています。

カーブが続く道か
らは住宅街の奥に
ビルが建ち並ぶ様
子も見られます。

西大井駅を通過。
ここまで約 1.6km!
体もいつの間に
かぽかぽか。

標識に従って緑いっぱ
いの遊歩道を歩きます。初代内閣総理大臣・伊藤博文は、

自宅が付近にあったことからこの地
に葬られました。伊藤博文公墓所の
ある西大井 5・6丁目周辺に、今も
伊藤町会や伊藤小学校など、その
名を残しています。

③養
よ う ぎ ょ く い ん に ょ ら い じ

玉院如来寺
（西大井5－22－25）

如来堂には、5体の大仏（おおぼとけ）が
横一列に鎮座しており、「大井の大仏」とし
て親しまれています。　   　しながわ百景

にぎやかな商店街を
横切り、先へ。

④上神明天祖神社
（二葉4－4－12）

一説によれば元亨2年
（1322）、武蔵の国（現
在の東京・埼玉・神奈川

の一部）の干ばつの際、龍
神に雨乞いの祈願を行い、危機を
逃れたことに感謝し建立されたと
いわれています。

商店街を抜けると荏原町駅。
踏切を横断していると、間
近に電車の姿が。近くで見
ると大きい！

⑤法蓮寺
（旗の台3－6－18）

源氏にゆかりの寺として、「八幡山」の山
号がつけられ、近隣の中延5・6丁目付近
は、明治時代に「源氏前」という地名が

付けられました。

遊歩道の脇で見つけた品
川菜園。福栄会が運営
する施設の皆さんが
育てている作物が大
きく育っていました。

昭和大学病院から西小山駅まで約1km続
く桜並木は区民とって絶好の桜スポット！
春になると、道に張り出たソメイヨシノ
が桜のトンネルをつくり、通りをピンク色
に染めます。

健康
！　

　観
光！

一石
二鳥
！

⑥摩
ま や じ

耶寺
（荏原7－6－9）

お釈
し ゃ か

迦様の母である摩耶夫人立
像が摩耶堂に安置されていま
す。

⑦小山八幡神社
（荏原7－5－14）

急な石段を登りつめた高
台にあり、神社の左奥
に大国天のお堂があり
ます。　

価格：100 円

④

スタート

④

大
井
蔵
王
権
現
神
社

東
光
寺

上神明天祖神社

大
井
蔵
王
権
現
神
社

東
光
寺

上神明天祖神社

スタート
光光

大大大大

光光光光光光光
東
光光
東
光
東東東東東東東東東東東東東
光

④④

③③養玉院如来寺

小
山
八
幡
神
社

摩
耶
寺

小
山
八
幡
神
社

摩
耶
寺

⑥⑦⑥⑦

⑤⑤
法蓮寺法蓮寺

①①

②②

ゴールゴール
西小山駅

戸越銀座駅

荏原中延駅
戸越公園駅

荏原町駅

中延駅

旗の台駅

長原駅

下神明駅
大井町駅

西大井駅

品川
区役所

西小山駅
戸越銀座駅

荏原中延駅
戸越公園駅

荏原町駅

中延駅

旗の台駅

長原駅

下神明駅
大井町駅

桜並木

西大井駅

品川
区役所

●
品
川
菜
園

伊藤博文公墓所●

大盛湯●●
品
川
菜
園

伊藤博文公墓所●

大盛湯●

昭和大学病院●

西小山駅
ゴール！

緑も多くて
気分は上々♪

この標識が
目印 !

次のスポッ
トを確認

さあラスト
スパート ！

寿
じ ゅ ろ う じ ん

老人

大
だ い こ く て ん

国天

軽軽にに””区区内内の見見どどこ

福
ふ く ろ く じ ゅ

禄寿 毘
び し ゃ

沙
門
も ん て ん

天

恵
え び す

比寿

弁
べ ん ざ い て ん

財天

しながわ百景

布
ほ て い そ ん

袋尊

春
の
様
子

ご利益があり
ますように…

しながわ百景

しながわ百景

しながわ百景

しながわ百景しながわ百景
昭和62年に区民投票で
選ばれた「しながわの
顔」とも言える風景。
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講座・講演

発達障害・思春期サポート事業
啓発講演会
日1月29日㈰午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内「発達特性のある人の多様な働く形～
新しい雇用モデルの実践から～」
講師／近藤武夫（東京大学先端科学技術
研究センター准教授）
人90人（先着）　￥500円（資料代）
申1月25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
問障害者福祉課療育支援担当
（☎5742－6389Fax3775－2000）

認知症予防プログラム講習会
●講習会

1/13㈮
13:30
～16:00

①認知症の基礎知識と日常生
活における認知症予防の講話
〈希望者のみ〉②ファイブ・コ
グ検査（脳の健康度測定）

1/20㈮
13:30
～15:30

〈②を受けた方のみ〉
ファイブ・コグ検査の結果説明
認知症予防プログラムの説明

人区内在住か在勤で、60歳以上の方40人
（先着）
●認知症予防パソコンプログラム
ミニコミ誌を作ることで脳を鍛え、認知症
を予防します。
日1月27日～3月10日の金曜日
午後1時30分～3時30分（全7回）
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人次の全てにあてはまる方
●講習会を両日受講した
●Windowsノートパソコンを持っていて
会場に持参できる
●マウスとキーボードの基本操作ができる
￥5,000円（教材費込）
――――――――　共　通　――――――――
申電話で、荏原保健センター☎3788－
7016へ

パパもママもワーク・ライフ・バランス
「共働きで子育てと生活を楽しむ方法」
働き方や子育て、家事分担のコツを一緒に
考え、仲間づくりをしてみませんか。
日1月21日㈯・28日㈯
午前10時～正午（全2回）
講師／杉山錠士（ファザーリング・ジャパ
ン会員）
人育児をしながら働いている方など25人
（先着）　※夫婦での申し込み可。
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
場申電話かFAXで、講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号、託児希望の方はお子さ
んの氏名・年齢を男女共同参画センター（東
大井5－18－1きゅりあん3階☎5479－
4104Fax5479－4111）へ

環境学習講座
江戸落語に出てくる環境噺

ばなし

日1月22日㈰午後2時～4時
講師／菅野俊輔（江戸文化研究家）
人中学生以上の方30人（先着）
持ち物／筆記用具
場申1月16日㈪（消印有効）までに、往復
はがきかFAXで講座名、住所、氏名、年齢、
電話・FAX番号を環境情報活動センター（〠
140－8715品川区役所第三庁舎3階☎・
Fax5742－6533）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

しながわすまいるネット
操作講習会のお知らせ
しながわすまいるネットは、区内で文化・
生涯学習・スポーツなどの活動をしている
団体の情報サイトです。
日1月28日㈯①午前10時～正午②午後1時
30分～3時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人すまいるネット登録団体と登録検討中の
方各回20人（先着）
申月・木曜日午後1時～5時に、電話でし
ながわすまいるネット運営委員会☎3790
－2330へ
問地域活動課協働推進係☎5742－6693

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大人からはじめる憧れのバレエ
日1月14日～3月18日の土曜日
午後7時25分～8時25分（全9回）
人15人（先着）　￥15,300円
②フラパージュクリスタル
日1月14日～3月25日の土曜日
午前10時～正午（全6回）
人10人（先着）　￥34,900円（教材費込）
③顔望診deお灸

きゅう

ケア
日1月17日㈫、2月7日㈫
午前10時～正午（全2回）
人16人（先着）　￥4,900円（教材費込）
④ちりめんで作る小さなお雛

ひ な

さま
日1月26日㈭午後1時～4時
人14人（先着）　
￥4,000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

催　し
品川清掃工場見学会
日12月24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22日㈭までに、電話で同工場（八
潮1－4－1☎3799－5361）へ

品川＆早川ふるさと交流
早川ファミリーキャンプ年越し準備！
正月飾り・鏡餅づくりに挑戦。夕食はたき
火で田舎料理を作ります。
日12月29日㈭～30日㈮
宿泊／町営ヘルシー美里コテージ（山梨
県・温泉）
人区内在住の親子7組20人程度（先着）
￥11,250円、5歳～小学生7,320円（1泊
3食付き宿泊費・プログラム参加費・昼食
代・消費税込）
※区内在住の方は事前申請で年度内3泊ま
で1人2,000円の助成が受けられます。
申電話で、ヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
問地域活動課☎5742－6856

第246回日曜コンサート
日12月18日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／ヴェルディ作曲：歌劇『リゴレット』
より「女心の歌」他
場・観覧方法・問当日、中小企業センター
3階レクホール（西品川1－28－3☎3787
－3041）へ

〠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
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　バドミントン教室（初・中級者）
日1月9日㈷・22日㈰・28日㈯午後1時～5時
￥1回1,000円、中学生以下200円
主催／品川区バドミントン協会
場参当日、ラケット・上履き・費用を持って戸越体育
館へ

　クラブカップ（硬式テニス男子）
日2月5日㈰午前8時45分受け付け
※予備日は3月26日㈰。
場有明テニスの森（江東区有明2－2－22）
試合方法／硬式テニスシングルス2本・ダブルス3本、
トーナメント戦（8人以上での編成）
人区内在住か在勤の方、連盟登録者20チーム（先着）
￥1チーム16,000円　連盟登録チーム12,000円
主催／品川区テニス連盟
申1月15日㈰までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　初心者硬式テニス教室（夜間）
日1月19日～3月9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40人（抽選）
￥5,000円（ボール代・保険料込）
申1月10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

　シルバーピンポン＆初心者卓球教室
日1月6日～2月3日の月・金曜日
午前9時30分～11時30分（全8回）
※1月9日㈷を除く。
人45人（抽選）　
①シルバーピンポン＝60歳以上の方
②初心者卓球＝59歳以下の初心者
￥①2,500円②4,000円（ボール代・保険料込）
場申12月16日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、
番号、住所、氏名、年齢、電話番号、経験の有無を戸
越体育館へ

　第68回会長杯争奪卓球大会
日1月15日㈰午前9時30分試合開始　
場戸越体育館
種目／一般種目＝男子・女子
年代種目＝中学男子・女子（15歳以下）、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。
￥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12月27日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　少林寺拳法初心者教室
日1月21日～3月25日の土曜日か火曜日のいずれか
午後6時～7時45分（全10回）
場戸越体育館　
人小学生以上の方20人（先着）
￥6,000円
主催／品川区少林寺拳法連盟
申1月21日㈯までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　第22回区民マスターズ水泳大会

●個人部門（1人3種目まで可）
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／15区分（①18～24歳②25～89歳で5歳
ごとの13区分③90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6区分（①72～119歳
②120～279歳で40歳ごとの4区分③280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1月23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。

レッツ スポーツスポーツ協会は12月19日㈪と1月16日㈪は休館します

国土交通省による羽田空港機能強化に関する
説明会のお知らせ

国は羽田空港の機能強化に関する取り組みについてより多くの方に知って頂ける
よう、引き続き計画的にオープンハウス型説明会を開催します。

日程 会場
①1月14日㈯ 大田区役所本庁舎2階会議室（大田区蒲田5－13－14）
②2月11日㈷ アトレ大井町3階セントラルガーデン（大井町駅中央口）

③2月15日㈬ 田道住区センター第2・3会議室（目黒区目黒1－25－26田道ふれあい館内）
④2月25日㈯ フクラシア品川クリスタルスクエア3階会議室Ⅰ（港区港南1－6－41）
※時間は①②④午前11時～午後4時、③午後2時～7時。
問国土交通省「羽田空港のこれから」に関するご意見窓口 0570－001－160（IP
電話などは☎5908－2420）、環境課☎5742－6751、都市計画課☎5742－6760
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 事業者・起業者向け相談案内 ※祝日を除きます

相談内容 曜日 時間 場所・予約先
企 業 法 務 相 談 第2・4㈭ 10:00～12:00

商業・ものづくり課
（中小企業センター2階）
☎5498－6333へ予約

特 許 相 談 第2・4㈮ 10:00～12:00

国 際 ビ ジ ネ ス 相 談 第1～4㈬ 9:00～17:00

経 営 相 談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 商業・ものづくり課
☎5498－6334へ予約創 業 相 談 ㈪～㈮ 9:00～17:00

社会保険労務士相談 第3㈬ 18:00～21:00 武蔵小山創業支援センター
（小山3－27－5）
☎5749－4540へ予約行政書士による法務相談 最終㈭ 14:00～17:00

コース名 　日時（全4回）

はじめてコース
（インターネット入門）

①2月の火曜日
9:30～12:00

②3月の火曜日
なれようコース
（カレンダー、写真カー
ド作成体験）

③2月の火曜日
13:30～16:00

④3月の火曜日

場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）

　日時（全4回） 内容
⑤2月9日～3月2日
　の木曜日 9:30～

11:30

タブレット基本操作、
ホームページ閲覧、メー
ル体験など⑥3月9日～30日

　の木曜日

場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）

Windows7

タブレット

によるパソコン教室（初心者）

端末教室（初心者）

階段で2階へ
あがります

パソコン相談〈55歳以上の方対象〉
日月～金曜日午後1時～5時
※受け付けは午後4時まで。祝日を除く。
申電話で、いきいきラボ関ヶ原☎6902－0025へ

人55歳以上の方各12人（抽選）
￥各2,000円（教材費込）
申1月13日㈮（必着）までに、はがきかFAX
で教室名、希望番号①～⑥、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
※各教室の複数コース・月には申し込めません。

共　通

成人式記念式典成人式記念式典
にご参加ください

新成人が実行委員として
記念式典の司会やイベン
トの運営を行います。皆
さんの参加をお待ちして
います。
日1月9日㈷午前11時から
（受け付けは午前10時30
分から）
場きゅりあん（大井町駅
前）
人平成8年4月2日～9年4月
1日生まれで区内在住の方
※対象の方には12月中に案内状を送付します。
問総務課総務係☎5742－6625

12月17日㈯から大崎駅西口バスターミナルと
羽田空港を結ぶ路線バスの運行を開始します
運行間隔／おおむね1時間に1便（予定）
※羽田空港便については、東急トランセ下馬営業所☎3410－0181・京浜急行バス京浜
島営業所☎3790－2631へお問い合わせください。
※大崎エリアマネージメントのホームページでも詳しく紹介しています。
問大崎エリアマネージメント（☎5719－0800 www.ohsaki-area.or.jp/）
都市開発課☎5742－6763

渋谷行き
路線バス

国内
各都市

成田国際
空港

芝山町

大崎駅西口
バスターミナル

羽田空港
（東京国際空港）

第2旅客ターミナルまで
最短30分

※各ターミナルにも
停車します。

　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！

品川区就業センター（中小企業センター1階  ☎5498－6353）
ハローワークの専門相談員が常駐し、地域に根差した就業支援に取り組んでいます。
日月～金曜日午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除く）
※相談内容によっては時間がかかる場合があります。早めに受け付けをお済ませく
ださい。
職業相談・職業紹介  ハローワーク品川の専門相談員が相談を受け付けます。

求人検索  全国のハローワークの求人情報をパソコンで検索できます。
内職相談・あっせん  区内在住の方に、今までの経験を生かせる事業所を紹介し
ます（縫製やアクセサリー、機械部品の組み立てなど）。
＊内職を出したい企業や商店の皆さんからの仕事の依頼も受け付けています。
◎事業所の求人申し込みや雇用保険（失業保険）関係の手続き、職業訓練関係の相
談はハローワーク品川（港区芝5－35－3☎5419－8609）で行っています。
※ハローワーク品川は、7月19日㈫から新庁舎（港区芝5－35－3）へ移転しました。

若者支援
わかもの就業相談  就職活動に関する様々な相談に経験豊富なキャリアカウン

セラーがお応えします。
日火～木曜日午後1時～5時（祝日・年末年始を除く）　※1回約50分。
人39歳以下の就職活動中の方・転職を考えている方・仕事で悩みがある方
申電話で、商業・ものづくり課就業担当へ　※当日の受け付けも可。
就業支援セミナー  就職活動の基礎や実践を学べるセミナーや、ビジネススキ

ルアップをめざすセミナーなどを年間通して開催しています。

女性支援
女性向け就業相談  子育て中の再就職や家庭と仕事を両立させる働き方、自身

のキャリアアップなどについて、女性キャリアカウンセラーがアドバイスします。
日月・金曜日午前10時～午後5時（祝日・年末年始を除く）　※1回約50分。
申電話で、商業・ものづくり課就業担当へ　※当日の受け付けも可。
就業支援セミナー  女性のための就活マナーやパソコンスキル向上に役立つセ

ミナーを年数回開催しています。

高年齢者のおしごとさがし
サポしながわ  （中小企業センター1階☎5498－6357）

おおむね55歳以上の方を対象とした無料職業紹介所です。専門相談員による就業相
談・紹介が受けられます。　※求職登録希望者は履歴書（写真貼付）を持参。
日月～金曜日午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除く）
合同就職面接会  サポしながわが主催し、年数回行います。

※詳しくはサポしながわへお問い合わせください。

あなたの働きたいを応援します！
区では皆さんの「働きたい！」思いを応援するため、ハローワークなど
と連携して就業支援に取り組んでいます。ぜひご利用ください。
問商業・ものづくり課就業担当
（西品川1－28－3中小企業センター2階☎5498－6352）

問い合わせ／生活衛生課医薬環境衛生担当☎5742－9138

結露を予防し、
  健康で
    快適な
      住まいを

●結露とは
　暖かい空気が冷たい窓ガラス
や壁などの表面に触れて空気中
の水分が水滴になる現象が結露
です。
　結露は、カビを繁殖させたり
家屋を傷めたりします。

●室内の結露対策
●窓開けなど、換気を積極的に行う。特に、煮炊きする時や入浴後は必
ず換気扇を活用する
●押し入れや家具の後ろなど、空気がこもりやすい場所の風通しを良く
する
●加湿器を使い過ぎない

新規路線



● 品川区この一年
● 区財政状況の公表
● 年末年始の区の窓口・施設案内

古紙配合率80％再生紙を使用しています
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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。

10月13日㈭、第四日野小学校で学校給食を通じて国
際交流を図る“グローバル給食”を開催。同校5年生
17人とザンビア共和国大使館（荏原1）のノートン・
ムンバ参事官ら職員4人が交流を図りました。

10月13日㈭、宮前小学校でオリンピアンと児童が交
流する「夢・未来」プロジェクトを開催。オリンピッ
ク女子マラソンメダリストの有森裕子さんが同校を訪
れ、講演と実技指導を行いました。

ザンビア共和国大使館
員が学校給食で交流

10月29日㈯・30日㈰、大井町駅前の中央通りでしな
がわ観光フェアを開催。区内の様々な観光関係団体や
企業が一堂に集まり、展示やアトラクションを通して
しながわ観光の魅力を内外に向けて発信しました。

しながわ観光フェア
開催

11月7日㈪～19日㈯、天王洲セントラルタワー・寺田
倉庫T

テ ィ ー ア ー ト ギ ャ ラ リ ー

-ArtGallery（東品川2）を中心にアール・ブリュッ
ト展を開催。天王洲が独自の発想と手法による芸術作
品で彩られました。

「アール・ブリュット展 
in 天王洲」開催

有森裕子さんが
児童と交流

10月27日㈭、しながわ花海道（東大井2）で鮫浜小学
校の全校児童約160人が菜の花の種まきを実施。種ま
きを終えた児童は、「春になってきれいな菜の花が咲
くのが待ち遠しいです」と話していました。

花海道で
菜の花の種まき

10月20日㈭、城南第二小学校で「おたがいさま運動」
の学習会を開催。この日は、同校4年生75人が出席し、
社会福祉協議会職員の講義と、視覚および下肢に障害
のある方の立場に立った体験などをしました。

「おたがいさま運動」
の学習会

11月3日㈷、こみゅにてぃぷらざ八潮でファミリーイ
ベント「家族で楽しくつくろう！ダンボールアート」
を開催。ダンボール工作を通じ親子のきずなを深めて
もらうことを目的に、30組71人が参加しました。

家族で楽しくつくろう ！
ダンボールアート

10月30日㈰、西大井広場公園で耐震改修工事やリ
フォーム工事などの住宅相談が無料でできる「品川区
住宅まつり」を開催。様々なブースや模擬店も軒を連
ね、多くの家族連れでにぎわっていました。

品川区住宅まつり開催

「しながわ学」開講

11月2日㈬、立正大学品川キャンパス
（大崎4）で区と同大学との連携講座「し
ながわ学」が開講。今回のテーマは「観
光」。第1回のこの日は、約110人が受
講しました。

ブラインドサッカー東日本リーグ

11月6日㈰、しながわ中央公園でブラ
インドサッカー東日本リーグ2016第7
節を開催。区制70周年記念イベントと
して全盲クラスの4試合を行い、熱戦
が繰り広げられました。

目黒川ふれあいフェスタ

10月22日㈯、五反田ふれあい水辺広
場で目黒川ふれあいフェスタを開催。
ケータリングカーの出店をはじめ、物
産展や縁日、大道芸などで大いに盛り
上がりました。

しながわ
写真ニュース

区ホームページでも、
品川区内の最近の出
来事をお知らせして
います。

「成田シャトル」運行開始

10月31日㈪、大崎と成田空港・千葉
県芝山町とを結ぶ高速バス「成田シャ
トル」の運行が開始。これを記念して、
大崎駅西口バスターミナルで記念式典
が実施されました。

平成29年3月15日
品川区は70周年を迎えます。




