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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

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity

パネルディスカッション「特別区全
国連携プロジェクト」、基調講演、
シティプロモーションに関する
セミナーやワークショップなど
きゅりあん（大井町駅前）
地方創生に関わる自治体職員・議員・市民団体・
企業、町会・自治会、まちづくりに関心のある方 など
講演・セミナーは専用ホームページから事前申し込みが必要です
※詳しくは全国シティプロモーションサミット2017 in 
Shinagawaのホームページ https://www.sendenkaigi.com/
event/cp-summit/をご覧ください。

10月26日㈭・27日㈮

内　　容

会　　場

対　　象

申込方法

広報広聴課シティプロモーション担当
（☎5742－6043 Fax5742－6870）

問い合わせ

全国シティプロモーションサミットとは？
「住んでよし、訪れてよし」のまちの魅力を発信するシティプロモーション
に取り組む全国の自治体職員が一堂に集まり、まちの特色を生かした創意
工夫や経験を共有し、抱えている課題の解決に向けて意見交換を行います。
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しながわ観光大使のシナモ
ロールが特別アンバサダー
として、品川区の魅力を全
国へPRします。

シナモロールが
品川区の魅力を
全国にPR!

都内初開催！
会場周辺では、

サミットを盛り上げる
様々なイベントや

企画も開催されますので
ぜひお越しください。

品川区シティプロモーション動画

「P
 プ ロ ミ ス  

romise～シナガワにきっと～」
品川区の魅力をオリジナルの楽曲とダンスでPRします。300人を超える区民の方などがエキ
ストラとして参加しています。品川区公式ユーチューブチャンネル「しながわネットTV」か
らご覧いただけるほか、ケーブルテレビ品川ではメイキング編を放送予定です。

しながわ百景等PRアプリ

しながわ百景などの区内の魅力あるスポット
を、AR（拡張現実）機能を活用して楽しく巡
るスマートフォン用アプリです。オリジナル
フォトフレームを使って記念写
真も撮れます。

「わ！しながわ巡り」

10月26日㈭
正午配信開始！

関連イベント

アトレ大井町コラボ企画～ご当地PRイベント～
ご当地キャラによるステージイベントや神奈川県山北町・長野県飯田市の
PRブースなどがあります。
日時 10月26日㈭午後1時～6時
会場 アトレ大井町3階セントラルガーデン

交流都市地方物産展千葉県物産展フェア
千葉県の自治体が特産品を販売します。千葉県内のご当地キャラなども来
店します。
日時 10月25日㈬～30日㈪
会場 イトーヨーカドー大井町店1階催事場
問い合わせ 地域活動課市町村交流担当

（☎5742－6856 Fax5742－6877）

東京モノレール「全国シティプロモーション
サミット2017 in Shinagawa」号  運行
オリジナルヘッドマークを搭載したモノレール
1編成が、浜松町駅～羽田空港第2ビル駅間を運
行します。
期間 10月27日㈮まで
協力 東京モノレール

僕たちの　
住むまち並

みは

時代（とき
）とともに

　移りゆく
けど

つないだ手
　その温も

りは

10年後も変
わらずに　

輝く笑顔で

約束をしよ
う　シナガ

ワにきっと

10月26日㈭
サミットのオープニング

で初披露！
正午配信開始！

全国シティプロモーション
サミット2017
in Shinagawa

C
コ ネ ク ト

onnect
～まちとひとをつなぐ体験を考える～
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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

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

人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）
申利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 電話か直接希望の園へ
問実施園、保育課運営係（☎5742－6724 Fax5742－6350）

　11月に参加できる主な事業 ※時間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、月～金＝大井保・西中延保・二
葉保・冨士見台保・東五反田保・八ツ山保・伊藤保
火～金＝東大井保、火・木＝御殿山幼、水・金＝
荏原保（1日・3日・17日除く）、水＝台場保、第
一日野幼・西五反田第二保、2日㈭・16日㈭・30
日㈭＝一本橋保、7日㈫＝二葉つぼみ保・二葉幼
7日㈫・21日㈫・28日㈫＝伊藤幼、8日㈬・21日
㈫＝荏原西第二保・平塚幼、15日㈬＝浜川幼

●身体測定
6日㈪＝西五反田保、7日㈫＝荏原西保（0・1歳）・
五反田保（幼児）、8日㈬＝五反田保（乳児）、15
日㈬＝西五反田第二保（乳児）、17日㈮＝西五反
田第二保（幼児）

●未就園児親子登園日
13日㈪＝浜川幼、21日㈫＝台場幼
●焼き芋会
2日㈭＝小山台保、7日㈫＝ゆたか保・三ツ木保、
8日㈬＝東中延保・旗の台保、14日㈫＝北品川保・
水神保（予備日は15日㈬）、17日㈮＝五反田保

●お店屋さんごっこ
1日㈬＝旗の台保、9日㈭＝一本橋保
●その他
2日㈭・16日㈭＝一本橋保（保育園見学ツアー）
13日㈪・24日㈮＝伊藤幼（未就園児交流会）
15日㈬＝大井倉田保（おはなし会）
30日㈭＝西中延保（絵本の広場開放）

日程 時間 内容 会場（雨天決行）・問い合わせ

10/28
㈯

13:00～15:30 ゆたかっこまつり＆ハロウィンまつり

戸越公園（豊町2－1）
※雨天時はゆたか児童センター（豊町1－18－15）
問ゆたか児童センター（☎3786－0633 Fax3786－1925）

13:30～16:00 えこえこまつり 大井倉田児童センター
（大井4－11－34☎3776－4881 Fax3778－1263）

14:00～15:30 ハロウィン 小関児童センター
（北品川5－8－15☎3449－1676 Fax3449－0942）

10/29
㈰ 11:00～14:30 はたのだいまつり

旗の台公園（旗の台5－19）
※雨天時は旗の台児童センター（旗の台5－19－5）
問旗の台児童センター（☎3785－1280 Fax3785－1260）

11/4
㈯ 14:30～16:30 南ゆたか☆こどもまつり

南ゆたか児童センター
（豊町4－17－21☎・Fax3781－3577）

11/11
㈯

11:00～13:30 TPFまつり 冨士見台児童センター
（西大井6－1－8☎3785－7834 Fax3785－7835）

11:00～15:00 やしお子どもふれあい
フェスティバル

八潮児童センター
（八潮5－10－27☎3799－3000 Fax3799－3074）

12:15～15:30 かっぱっこまつり 東品川児童センター
（東品川1－34－9☎3472－5806 Fax3472－5807）

13:45～16:00 秋フェスタ’17 後地児童センター（小山2－9－19☎・Fax3785－5033）

11/23
㈷

13:00～15:30
（お店は15:00
まで）

がらくたまつり
浜川小学校校庭・体育館（南大井4－3－27）
問水神児童センター（☎3768－2027 Fax3768－2056）
南大井児童センター（☎・Fax3761－4148）

11/25
㈯

10:30～12:00 リユース フェスタ 一本橋児童センター（大井2－25－1☎・Fax3775－4352）

12:00～15:00 G
ゴ ー

o! G
ゴ ー

o!
ひらつかまつり

平塚中央公園（平塚2－2）
※雨天時は平塚児童センター（平塚2－2－3）
問平塚児童センター（☎・Fax3786－2228）

児童センターまつりで楽しもう！

親子ネイチャープロジェクト（第3弾）
秋の味覚と親子工作体験 電子

日11月23日㈷ 午前10時～午後2時（受け付けは午前9時30分から）
場品川区キャンプ場（八潮3－1）
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11月7日㈫（必着）までに、往復はがきで住所、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

パパズプログラム　「パパと一緒に！実物大のクジラを描こう！」
日11月23日㈷ 午後1時～4時
場戸越小学校（豊町2－1－20）
人区内在住か在勤の父親と4歳児～小学生のお子さん60組120人（先着）
※母子での申し込みはできませんが、見学はできます。　※託児はありません。
持ち物／汚れてもよい服
申問11月1日㈬午前10時から、電話か直接ゆたか児童センター（豊町1－
18－15☎3786－0633 Fax3786－1925）へ

ひとり親家庭「親子うどん作り体験」
日11月19日㈰　※大崎駅北口改札午前10時集合、午後2時現地解散。
場丸亀製麺（大崎1－5－1）
人ひとり親家庭の親子20組（抽選）　※お子さんは5歳以上。
持ち物／エプロン、三角巾、マスク、布巾2枚
申10月30日㈪までに、電話かFAX、Eメールで参加者全員の住所・氏
名・年齢（学年）・電話番号、お子さんの性別を品川区ひとり親家庭福
祉協議会（☎6417－1295＜月～金曜日午前10時～午後5時30分＞
Fax6417－1296 shinagawaku.with@krf.biglobe.ne.jp）へ
問子ども家庭支援課ひとり親相談担当（☎5742－6589 Fax5742－6387）

全国大会出場助成金を交付します

少年少女が東京都大会などの予選を経て全国大会に出場した場合、助
成金を交付します。
受付期間／30年3月30日㈮まで
人区内在住か在学で、18歳以下（平成11年4月2日以降生まれ）の個
人と団体
助成額／個人＝1万円、団体＝1万円×大会要項に記されている人数
申問出場後30日以内に、申請書と必要書類をスポーツ推進課少年少女
スポーツ担当（第二庁舎6階☎5742－6943 Fax5742－6585）へ持参
※募集案内は区ホームページからダウンロードもできます。
※3月開催の大会に出場予定で受付期間までの申請が難しい場合は、お
問い合わせください。

環境学習講座　お天気のふしぎと雪の結晶作り

雲ができて雨が降る仕組みの話や楽しい気象実験をします。
日11月26日㈰午後2時～4時　
場区役所353会議室（第三庁舎5階）
人小学3年生以上の方20人（抽選）　※小学3年生は保護者同伴。
申問11月6日㈪（必着）までに、往復はがきかFAXで講座名、参加者
全員の住所・氏名・電話番号かFAX番号を環境情報活動センター（〠
140－0003八潮5－9－11☎・Fax5755－2200）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

品川区立中小企業センター・中講習室
東京都品川区西品川1-28-3 下神明駅 徒歩2分／大井町駅 徒歩10分

スクエア荏原・中会議室
東京都品川区荏原4-5-28 戸越銀座駅・荏原中延駅 徒歩10分／戸越駅 徒歩12分

専門家による借地＆相続空き家セミナー
完全予約制 先着50名様参加無料

ミサワホーム
東京支社城南支店

11/5 日

11/12 日

0120-465-330 ミサワホームは「東京都相続空家等の利活用円滑化モデル事業者」
に選定されています。《空家》についての相談も随時受付けています。

開催場所の詳細はミサワホーム事務局よりお知らせいたします。お気軽にお問い合わせください。

 9：15-  受付
 9：30-  開始（休憩有）
11：00-  質疑応答
           個別相談
12：00   終了予定

セミナースケジュール

10:00～12:00
13:00～19:00
定休日／火・水
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品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） 10日㈮ 15日㈬ 17日㈮
うつ病あんしん相談 24日㈮ 15日㈬   1日㈬
高齢期のこころの相談 17日㈮ 21日㈫ 22日㈬
児童思春期のこころの相談   1日㈬   9日㈭ 30日㈭
問各保健センターへ

保健センターのこころの健康専門医相談 11月

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）

10月22日㈰
29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）

10月22日㈰

　　　おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
 石田歯科医院 北品川 3 － 7 －19 ☎3474－3029
 みちこ歯科医院 戸　越 1 － 3 － 8 ☎3782－0504
 ケアステ－ション鍼灸・整骨院 大　井 1 －45－ 4 ☎3771－2727
 上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

10月29日㈰

 はせがわ内科クリニック 大　井 3 －25－13 ☎3775－1311
 品川シ－サイド歯科 東品川 4 －12－ 6 ☎5479－5685
 岩城デンタルクリニック 平　塚 1 － 9 － 1 ☎5702－4471
 品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
 中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

  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）

10月21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

10月28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
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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。　※受付時間にご注意ください。

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 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

小

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

キリトリ線

骨

骨

日11月21日㈫・28日㈫、12月5日㈫・19日㈫ 午前10時～11時30分（全4回）
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
人区内在住か在勤で、離乳食2回食以降の乳児（初回日に7・8カ月）と保護者20組（抽選）
※保護者1人での参加も可能です。　※原則、お子さんをおぶっての講座参加です。
運営／品川栄養士会
申問11月6日㈪（必着）までに、往復はがきかFAXに「離乳食レッスン」とし、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話・FAX番号、Ｅメールアドレス、お子さんの氏名・月
齢を子ども育成課庶務係（〠140－8715品川区役所☎5742－6692 Fax5742－
6351）へ

2回食からの離乳食レッスン参加者募集 電子

日11月8日㈬午後1時30分～3時30分
内講演会「作業所・就労について」
人精神障害者の家族と関係者30人（先着）
場申問電話で、荏原保健センター☎3788－7016へ

認知症を予防する生活習慣のポイントを紹介します。
日11月22日㈬午前10時～11時30分
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
人60歳以上の方25人（先着）
申問電話で、荏原保健センター☎3788－7016へ

精神保健家族勉強会

認知症予防講習会

がん検診・健康診査など 一部有料

　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。

乳がん検診（予約制）＊…34歳以上の女性（偶数年齢時）
※4月1日より視触診はなくなりました

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歳で受けたことがない方）
20歳からの健診（20～39歳）
※30年度まで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＊
（20・25・30・35・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 Fax5742－6876）
　 ・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（☎5742－6736 Fax5742－6741）

健康課（☎5742－6743 Fax5742－6883）
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

国民健康保険は皆さんの保険料で成り立っています

①督促
　納付期限を別に指定した督促状が送付されます。
② 短期被保険者証の交付
　通常の保険証よりも、有効期間が短い保険証です。保険給付を受
けることはできますが、更新の手続きを頻繁にする必要があります。
③ 資格証明書の交付
　国保被保険者であることを証明するだけのもので、医療費はいっ
たん全額自己負担となります。申請を受けてから保険給付分を支給
（未納分保険料に充当）します。
④保険給付の差止め

 《滞納処分》保険料の滞納が解消しない場合は財産（給料、預貯金、
不動産など）の「差押え」処分を行うことになります。

問い合わせ／国保医療年金課整理係（☎5742－6679 Fax5742－6876）

毎月、口座から自動的に引き落とされる口座振替なら、支払い忘れの心配がありません。安心・便
利な口座振替をぜひご利用ください。
口座振替日／毎月末　※金融機関の休業日の場合は翌営業日。
手続き場所／ご指定の金融機関（ゆうちょ銀行含む）、地域センター、国保医療年金課収納係
○納付書でのお支払いはコンビニエンスストアが便利です
お近くの金融機関（ゆうちょ銀行含む）、区役所、地域センター、コンビニエンスストアをご利用
ください。コンビニエンスストアでは営業時間内ならいつでもお支払いいただけます。
※30万円を超えた納付書はコンビニエンスストアではお取り扱いできません。
※金融機関、コンビニエンスストアでは納付書の発行はしませんので、ご注意ください。
○携帯電話・スマートフォンによるお支払い（モバイルレジ）も可能です
納付書に印刷されたバーコードを携帯電話などのカメラ機能で読み取り、モバイルバンキングを利
用して納付ができます。
※詳しくは区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
問い合わせ／国保医療年金課収納係（☎5742－6678 Fax5742－6876）

11月は国民健康保険料の納付推進月間です 保険料は国保事業を運営していくうえで大切な財源です。
納期限内に納めましょう。

納付が困難な方の事情や理由を考慮して、保険料の
分割納付などの相談を行っています。滞納のままに
せず、国保医療年金課の窓口にご相談ください。

国民健康保険料を滞納し続けるとどうなってしまうか
ご存じですか？お支払いは口座振替（自動払込）が原則です

＊受診券あり
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　近年、学校や子どもたちを取り巻く環境は大きく変わってきています。区ではこれからの子
どもたちにとってより良い教育環境のあり方を検討するため、昨年10月に学識経験者をはじめ
とする「品川区学事制度審議会」を設置しました。審議会では、教育長の諮問を受けて教育に
関する制度など（学区域、学校選択制、学校規模など）のあり方を幅広く検討してきました。
　この度、審議会より「中間答申」が出されましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

「品川区学事制度審議会　中間答申」に
ご意見をお寄せください

11月4日㈯（消印有効）までに、意見、住所、氏名、電話番号を庶務課へ郵送かFAX、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。

●「品川区学事制度審議会 中間答申」の全文は、庶務課（第二庁舎7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、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

応募方法

庶務課学校計画担当
（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階
☎5742－6046 Fax5742－6890）

問い合わせ

中間答申について
品川の教育の取り組みの柱である「小・中・義務教育学校の3校種体制での9年間の一貫教育の充実」、「地域とともにある学校づくり
～品川コミュニティ・スクール～の推進」の実現に向けた、今後の教育制度や教育環境の基本的な方策などについて、これまで検討し
てきた内容を整理したものです。審議会では皆さんからのご意見を踏まえさらに検討を進め、来年3月に最終的な答申を行う予定です。

課題 審議会の考え方（概要）

1.　区立学校の学区域 各中学校（義務教育学校後期課程を含む）は、それぞれ連携する小学校（義務教育学校前期課程を含む）を設定して
グループ化し、連携する小学校の学区域が全て収まるように中学校の学区域を見直す。

2.　学校選択制について
小学校の学校選択は、学区域の学校と隣り合う学区域の学校から選択することができるようにする。その際、小学校
と義務教育学校のいずれかを必ず選べるようにする。中学校の学校選択は、これまでどおり区内全域からの自由選択
を維持するとともに、一貫教育の効果をより高めるために抽選の際の優先順位などを設定する。

3.　学校種のあり方 小・中・義務教育学校それぞれの学校種ならではの特色を生かした教育の展開が重要である。なお、義務教育学校に
おける学区域のグループ化や学校選択制の扱いについては基本的に小・中学校と同様とする。

4.　学校規模の考え方 どのような規模の学校でもその特徴を生かして運営することが重要である。極端な小規模状態が長期間続き、学校運
営などに支障が出るような場合については検討機関を設けるなどの対策も必要である。

5.　学校配置の地域バランス 学校の整備にあたっては、就学人口動向や改築計画など様々な要因を踏まえつつ、小・中・義務教育学校をバランス
良く配置する視点が重要である。

6.　学校改築について 学校改築は老朽化への対応とともに、就学人口の急増などに対しては迅速で柔軟な対応が必要である。

区では、児童虐待防止推進月間と10・11月の里親月間にキャンペーンを行います。

児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを使用した広報・啓発活動を通じ、一
人でも多くの方に「児童虐待防止」に関心を持ってもらい、子どもたちの笑顔を守る
ために一人ひとりに何ができるのかを呼びかけていく活動です。
●オレンジリボンたすきリレー～沿道でみんなで応援
オレンジリボンをたすきに仕立て、渋谷ハチ公前から横浜山下公園までリレーします。
日時／11月12日㈰午前11時15分頃
会場／第一京浜国道沿い（北品川駅～新馬場駅）
●区役所でのパネル展示
日時／11月1日㈬～9日㈭　会場／区役所本庁舎・第二庁舎3階連絡通路

オレンジリボンキャンペーン ●養育家庭体験発表会
「ほっとファミリー」の里親の話を聞く貴重
な機会です。
日時／11月18日㈯午前10時～11時30分
会場／品川第一区民集会所
（北品川3－11－16）
定員／100人（先着）
申込方法／電話かFAXで、子育て支援セン
ター（☎5749－1032 Fax5749－1036）へ

●虐待かな？と思ったら、
迷わず・すみやかにご連
絡ください。連絡された
方の秘密は守られます。
しながわ見守り
ホットライン（児童虐待）
☎3772－6622
（24時間）

11月は児童虐待防止推進月間です 問い合わせ／子ども育成課児童相談係（☎5742－6959 Fax5742－6351）

認知症カフェ

カフェ名称　＊は有料か予約 会場・問い合わせ 11月の開催日時
うさぎカフェ 西五反田高齢者複合施設（西五反田3 ☎5434－7831） 18日㈯ 14:30～16:30
きたいちカフェ 北一会館（北品川1 ☎3450－6464） 9日㈭・23日㈷ 13:30～16:00
＊けあきょうcafé 品川ケア協議会（南品川4 ☎3471－4830） 15日㈬ 14:00～16:00
アットホームカフェ 福栄会（東品川1 ☎5479－2793） 18日㈯ 11:00～13:00
＊よりどころ 東親会会館（東品川3 ☎5783－2656） 9日㈭ 13:30～16:30
スマイルカフェさくら さくら会ぽこあぽこ（南大井5 ☎5753－3900） 12日㈰ 13:30～15:30
のんきの日　①ゼミ＆カフェ
　　　　　 ②＊まなび庵

あん 杜松ホ－ム（豊町4 ☎6426－8213） ①15日㈬ 13:00～15:00
②毎週㈫㈮ 10:00～15:00

オレンジカフェらいさぽ ブックカフェ来
ら い さ ぽ

茶舗（豊町4☎080－3555－6138） 25日㈯ 14:00～16:00
＊中延もちよりカフェ （中延2 ☎6426－6033） 1日㈬・15日㈬ 13:00～15:00
もの忘れカフェ 昭和大学病院附属東病院カフェ（西中延2 ☎5788－6088）27日㈪ 15:30～17:00
＊ディモンスカフェ
アブェニ－ル （小山6 ☎090－4714－2964） 8日㈬ 14:00～16:00

みんなの・カフェ 荏原七丁目町会集会所（荏原7 ☎090－8508－2890） 9日㈭ 15:00～17:00
＊オレンジカフェ・
コパンCopain グル－プホ－ムきらら品川荏原（荏原6 ☎5749－3776） 19日㈰ 10:30～12:30

認知症や介護のことを相談したり、話したり、気軽に集うこと
ができる場「品川区認定 認知症カフェ」を紹介します。

※詳しくは区ホ－ムペ－ジをご覧いただくかお問い合わせください。
問い合わせ／高齢者福祉課保健医療・認知症対策係（☎5742－6802 Fax5742－6881）

品川区
認定

ゴールでは龍馬が好んだ軍
し ゃ も

鶏鍋が振る舞われ
ます。
日時／11月11日㈯午前9時30分～午後1時30分
コース／洗足池・勝海舟の墓＊～養玉院～伊
藤博文の墓所～品川歴史館～大井の水神～坂
本龍馬像（約6㎞）　＊勝海舟の墓周辺は工事
のため見づらくなっています
対象・定員／高校生以上の健脚な方40人（抽選）
申込方法／10月30日㈪（必着）までに、往復
はがきに「龍馬のまち歩き」とし、人数（4人
まで）、参加者全員の住所・氏名・年齢・電話
番号をしながわ観光協会（〠140－0014大井
1－14－1）へ
※同協会ホームページ sinakan.jp/event
app/からも申し込めます。
問い合わせ／しながわ観光協会
（☎5743－7642 Fax5743－7643）
文化観光課観光推進係
（☎5742－6913 Fax5742－6893）

洗足池から立会川まで
旅人気分で歩いてみよう！

明明明治治維維新新115500周周年年ププレレイイベベンントトト
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　区では10月18日よりシェアサイクルを開始しました。区内のどこのサイクルポート（貸し出し・返却
拠点）でも、自転車を借りたり返したりできるので、お気軽にご利用ください。

自分の思いのままに
まちの魅力を発見

東京2020オリンピック・
パラリンピックのための
新たな交通手段

観光スポットへの
アクセス性の向上

問い合わせ／土木管理課土木管理係（☎5742－6783 Fax5742－6887）
品川区シェアサイクル運営事務局〈ドコモ・バイクシェア〉（ 0120－116－819 docomo-cycle.jp/shinagawa/）

●品川区役所（広町2－1－36）　
●品川歴史館（大井6－11－1）
●大井駅前公園（大井1－2－5）
●しながわ水族館〈公園入り口〉（南大井2－10）
●大森貝塚遺跡庭園（大井6－21－6）
●天王洲アイル第一水辺広場（東品川2－3－21）ほか
○利用方法、ポートの場所、料金など詳しくは品川区シェアサイクル運営事務局にお問い
合わせいただくか、区のホームページ、ドコモ・バイクシェアのホームページをご覧くだ
さい。なお、品川区シェアサイクルは品川区以外では返却できません。

シェアサイクル事業記念式典
シェアサイクルの試乗や会員登録、自転車の正しい
乗り方講習を行います。

会場／しながわ区民公園パークセンター前（勝島3－2）
※同日に“みどりと花のフェスティバル”開催中。

ポート開設時間／24時間（一部を除く）
ポート設置場所

13:30～13:45 式典（セレモニー）　
13:45～14:00 自転車の正しい乗り方講習
14:00～15:00 登録および試乗

13:30～13:45 
13:45～14:00 
14:00～15:00 

10月
29日㈰

放置ゼロ
キレイな街で
おもてなし

　道路はみんなが通行するためのものです。駅周辺などの道路上に自転
車・バイクを放置すると、通行の妨げになり危険です。
　区では、有料駐輪場の整備や放置自転車・バイクの警告・撤去などを
行っています。放置自転車をなくすためには、皆さんのご理解とご協力
が必要です。自転車・バイクは道路などに放置せず、駐輪場を利用しま
しょう。

土木管理課自転車対策係（☎5742－6786 Fax5742－6887）問い合わせ

●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。

区民の方
（区内在住・在勤・在学）

利用月の6カ月前の1日より
5月分の受付／11月1日㈬より
※ゴールデンウイーク期間（30年4月28日㈯
～5月5日㈷）は抽選。

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

問い合わせ／地域活動課（☎5742－6687 Fax5742－6877）

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、要
介護高齢者の家族介護者は要介護者の介護保険被保険者証の写しなど）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）。
○品川荘・光林荘を経営する民間事業者が運営する他の施設も利用できます。詳しく
はホームページをご覧いただくか上記施設へお問い合わせください。

五反田文化センター11月のプラネタリウム
場問同センター（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451Fax3492－7551）
shinagawa-gotanda-planetarium.com/

特別投影などの回を除き
開催しています。詳しく
はホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせ
ください。

日土・日曜日、祝日①午前11時（小学3年生以下親子
向け投影）②午後1時30分③午後3時30分
※3日㈷夜間・23日㈷昼間の投影は休み。
人各回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

  1 特別投影「林完次の星空散歩」

日11月18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

  3 星空と音楽の夕べ

日12月2日㈯午後6時30分～8時
出演／ウェイウェイ・ウー（二胡奏者）
人小学生以上の方
86人（抽選）
※小学生は保護者
同伴。
￥500円、
小・中学生100円

  2 11月の天体観望会
　　「カシオペヤ座と秋の四辺形」

日11月24日㈮午後6時30分～8時
人80人（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。

申1は11月7日㈫、2は11月14日㈫、3は11月21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、1は11月9日㈭、2は11月16日㈭、3は11月24
日㈮午前10時から電話受け付け（先着）。

共通

駅周辺では自転車や
バイクの放置を禁止しています！

区内23駅周辺の放置禁止区域内に自転車・バイクを置くと「即
時撤去」の対象になります。
※区ホームページに区内全ての放置禁止区域を掲載しています。

たとえ短時間でも放置です！ 道路のほか、公園・駅前広場などでも、駐輪し、その場を離れ
たら放置となり、撤去の対象になります。

道路は駐輪場ではありません！ 自転車やバイクを道路などに放置すると、歩行者や車いすなど
の通行や救急車・消防車などの緊急活動の妨げになります。

撤去した自転車・バイクは保管所に保管し、
返還の際には保管料をいただきます
●八潮北保管所　（自転車・バイク）
　八潮1－3－1　☎3790－8820
　品川シーサイド駅徒歩8分
●不動前保管所（自転車のみ）
　西五反田3－11－14　☎5436－8885
　不動前駅徒歩5分
開設時間／午前10時～午後7時
※12月29日～1月3日は休み。
持参する物／
（1）引き取りにくる方の氏名・住所が確認できるもの
　　（保険証・運転免許証など）
（2）自転車・バイクのかぎ
（3）保管料（自転車3,000円、バイク5,000円）

放置自転車クリーンキャンペーン放置自転車クリーンキャンペーン放置自転車クリーンキャンペーン
大井町駅・武蔵小山駅・五反田駅・
青物横丁駅の4駅で、警察署や関
係機関、区民の方と協働し、駅前・
商店街での自転車などの放置禁
止を訴えていきます。

10月
25日㈬
～31日㈫

品川区内の駅周辺における
1日の放置台数（28年10月調査） 自転車1,167台　バイク78台 計1,245台

シェアサイクル
始めました！
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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

問五反田文化センター
（☎3492－2451 Fax3492－7551）

　介護認定審査会補助事務（非常勤職
員）募集
日12月1日～30年3月31日　※更新可。
内要介護認定調査、審査会資料の点検、
審査会での概要説明
人介護支援専門員・看護師・社会福祉士
などの介護に関する資格を有し、意欲の
ある方若干名
勤務条件／月16日（月～金曜日）午前8
時30分～午後5時15分（休憩1時間含む）、
月額230,400円
※交通費は区の規定により支給。
選考方法／書類審査、面接
場申問11月2日㈭（消印有効）までに、電
話連絡のうえ、履歴書・資格証の写しを高
齢者福祉課介護認定係（〠140－8715品
川区役所本庁舎3階☎5742－6731 Fax
5742－6881）へ郵送　※説明会は11月1
日㈬午前10時から（要電話予約）。

女性目線での防災対策
女性の力を生かした防災を学びませんか。
日11月30日㈭午前10時～正午
人25人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
場申問電話か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・性別を男女共同参画セ
ンター（東大井5－18－1きゅりあん3階☎
5479－4104 Fax5479－4111）へ
　知的障害者移動支援従事者（知的障
害者ガイドヘルパー）養成研修
研修を修了すると、知的障害児・者の外
出支援サービスを行うことができます。
日11月18日㈯・19日㈰
午前9時30分～午後5時30分
※講習後6時間30分の実習あり。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内理念や心構え、基本的な知識や技術
人30人（先着）

￥8,000円、区内在住の方・学生5,000
円（教材・実習費込）
申11月8日㈬までに、電話かFAX、Eメー
ルで講座名、住所、氏名、年齢、電話番
号をみらい（☎6429－8110 Fax6429－
8111 kensyu2017@npo-mirai.org）へ
問障害者福祉課知的障害者福祉担当
（☎5742－6711 Fax3775－2000）

高次脳機能障害者サポーター養成講座
日11月17日～12月15日の金曜日
午後1時30分～3時30分（全5回）
人区内在住か在勤で、18歳以上の方15人（抽選）
￥2,000円（テキスト代）
場申11月2日㈭（必着）までに、往復は
がきで講座名、住所、氏名（ふりがな）・
年齢、電話番号を障害者地域活動支援セ
ンター（〠142－0064旗の台5－2－2）へ
問障害者福祉課障害者相談係
（☎5742－6710 Fax3775－2000）
　身近な法律講座
「相続と遺言の基礎知識」
日11月29日㈬午後2時～4時
人25人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
場申問電話か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
んの名前・年齢・性別を男女共同参画セ
ンター（東大井5－18－1きゅりあん3階☎
5479－4104 Fax5479－4111）へ
　健康料理教室（糖尿病予防の食事）
～気になる血糖値…対策は！？～
日11月11日㈯午前11時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内鶏肉とパプリカの黒酢炒め、豆

とうみょう

苗とき
のこのからしじょうゆ和えなど
人69歳までの方30人（先着）　￥800円
持ち物／エプロン、三角巾、布巾2枚
運営／品川栄養士会
申問11月8日㈬までに、電話で健康課健康づ
くり係（☎5742－6746 Fax5742－6883）へ

認知症サポーター養成講座
日11月18日㈯午前10時30分～正午
場区役所353会議室（第三庁舎5階）
人50人（先着）
申問11月13日㈪までに、電話で高齢者福
祉課（☎5742－6802 Fax5742－6881）へ

　ひとり親家庭等医療費助成の現況届
（更新）を送付します
ひとり親家庭等の方が受診した場合、健
康保険診療の医療費自己負担分の一部を
区が助成しています。30年1月以降も引
続き「ひとり親家庭等医療費助成」を受
けるには、11月上旬に送付する現況届用
紙で更新手続きが必要です。
人現在資格をお持ちの方
※児童扶養手当とひとり親家庭等医療費
助成の両方を受給している方は、今年8月
の「児童扶養手当現況届」がひとり親家
庭等医療費助成の現況届も兼ねるため、
11月上旬のひとり親家庭等医療助成の現
況届（更新）は送付しません。
手続き方法／11月上旬に送付される現況
届用紙を提出してください。認定されれ
ば医療証を12月下旬頃に送付します
※更新時、所得制限・資格要件の審査あり。
医療証の有効期間／30年1月1日～30年
12月31日（または30年3月31日）
問子ども家庭支援課医療助成係
（☎5742－9174 Fax5742－6387）
※ひとり親家庭等医療費助成の新規申請
については、お問い合わせください。

消費税軽減税率制度説明会のご案内
事業者を対象とした説明会です。
開催日時 場所・問い合わせ

11月20日㈪
13:30～15:00 国民生活センター

（港区高輪3－13－22）
問品川税務署法人課税第1
部門☎3443－4171

11月21日㈫
10:00～11:00
13:30～14:30
11月28日㈫
13:30～15:00

荏原文化センター
（中延1－9－15）
問荏原税務署法人課税第1
部門☎3783－5371

11月29日㈬
10:00～11:00

問税務課（☎5742－6662 Fax5742－7108）

住まいの施工業者を紹介します
品川区住宅センター協議会を通じて地元
の施工業者を紹介します。相談受け付け
から3・4日で工事を担当する業者から直
接連絡がありますので、工事内容や金額
などについて相談してください。
問住宅課（☎5742－6776 Fax5742－6963）

　10月31日㈫は特別区民税・都民税
（普通徴収）第3期の納期限です
住民税を金融機関の預貯金口座から自動
的に振り替えて納めることができます。
口座振替・自動払込による納税は、一度
申し込むと翌年以降も自動的に継続され
ます。納期限を過ぎてからの納付の場合、
督促状が送付されることがあります。
問税務課（☎5742－6669 Fax3777－1292）
　品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
11月のオープンキャンパス情報
日11月25日㈯午後2時～4時
内体験授業「車いすを動かしてみよう」、学
校案内（学費・授業内容など）、個別相談
人介護福祉士をめざしている方
場問当日、直接同校（西品川1－28－3☎
5498－6364 Fax5498－6367）へ
　医療・介護連携型サービス付き高齢者
向け住宅c

カ ル ナ

arna五反田補欠登録者募集
24時間体制の見守りを付加した医療法人
が設置・運営するサービス付き高齢者向
け住宅の入居待機者を募集します。
所在地／西五反田3－10－9
募集人数／単身者用A～D（1K～1DK）タ
イプ 各5～10人
家賃／月額95,000～130,000円
（基本生活支援サービス費41,000円・共
益費20,000円・光熱費別）
※所得により家賃減額あり（上限40,000円）。
申込資格／申込日現在、区内に2年以上居
住している60歳以上のひとり暮らしで、　
月額収入が487,000円以下の方など
※詳しくは、「補欠登録者募集のご案内」
をご覧ください。
募集案内配布場所／ carna五反田、高齢
者地域支援課（本庁舎3階）
受付期間／10月28日㈯～30年3月30日㈮
午前9時～午後5時　※日曜日・祝日を除
く。土曜日は午後1時まで。
受付場所／ carna五反田1階
問carna五反田☎5496－0671　高齢者地域
支援課（☎5742－6735 Fax5742－6882）
　五反田文化センター 耐震化工事の
ため一部貸し出しを休止します
期間・場音楽ホール（30年1月4日㈭～21
日㈰）、第1～5スタジオ（1月9日㈫～19日㈮）

   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＞）
11月11日㈯・25日㈯午前10時～正午＝小学校など
31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・源氏前・小山台）、日野・伊藤・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（要予約）。
※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
※販売実費として、売り上げの42％をいただきます。

大井町店   広町2－1－36　第三庁舎2階
☎5742－6933 Fax5742－6945
営業時間／午前10時～午後5時30分
※10月28日㈯は臨時休業。
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）。
●「クリスマス・お正月関連用品フェア」出品募集
日11月5日㈰～18日㈯
※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 Fax5498－7804
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
●「婦人コート・パート１」出品募集
日10月22日㈰～27日㈮午後1時～4時
※ロング丈コートは除く。　※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。

   フリーマーケット
■出店者募集
●11月4日㈯午前9時～午後2時　※雨天時は5日㈰。
募集数／50店　出店料／600円

場申当日、しながわ区民公園（勝島3－2）へ
問守本☎3763－7613
●11月18日㈯午前11時～午後3時　※雨天時は19日㈰。
場西大井広場公園（西大井駅前）
募集数／30店　出店料／800円
申問午後6時～10時に、電話で渡辺☎090－9831－
6753へ
●11月23日㈷午前10時～午後3時　※雨天中止。
※親と子のふれあい動物園同時開催。
場戸越公園（豊町2－1）
募集数／10店
申問Eメールで浅沼 furima@fuboren.comへ
■お越しください
●11月9日㈭午前10時～午後1時　※雨天中止。
場峰原公園（大崎3－17）
問菊田☎3490－8407

   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。12月号の掲載は、11月20日㈪までに、電話か
FAXでお申し込みください。
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Fax

  ご協力ください

  リサイクルショップ「リボン」

   フリーマーケット

品川区は「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加し、拠点回収で集めた小型家電を東京2020大会のメダル製作に提供しています。

注射針は区では回収できません。「使用済み注射針回
収薬局」の看板のある薬局へお持ちください。

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。

  リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）

お知らせ！

求　人

講座・講演
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レッツ スポーツ
日11月19日㈰（総合体育館午前8時30分集合・午後4時頃解散、往復バス）
場武蔵野総合体育館（武蔵野市）
人区内在住・在勤・在学の方15人と車いす利用者6人（抽選）
※昼食は各自持参。
申問11月6日㈪（必着）までに、往復はがきに「ボッチャ観戦」
とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、車いす利
用の方は介助の有無をスポーツ協会へ

日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー第6弾　
2017ジャパンパラボッチャ競技大会観戦

多摩の尾根道を歩き懐かしい谷戸風景をめぐり、疲
れた体を温泉で癒しませんか。
日11月12日㈰午前8時30分～午後3時頃
※新宿京王百貨店前集合・現地解散。
人12㎞程度歩ける健康な方30人（抽選）
￥2,000円、小・中学生1,000円（復路交通費別）
主催／品川区キャンプ協会
申問10月31日㈫（必着）までに、はがきかFAXに
「温泉ハイキング」とし、参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号をスポーツ協会へ

多摩よこやまの道　温泉ハイキング

総合体育館トレーニング室  特別プログラム

日内11月3日㈷
午前10時～10時45分＝ズンバ＊
午後1時30分～2時15分＝やさしいエアロビクス＊
午後2時30分～3時15分＝ストレッチヨガ
人16歳以上の方各20人（先着）
￥各400円
場参問当日、運動のできる服装で、タオルと飲
み物、＊の種目は上履きを持って総合体育館へ

　
しながわ学びの杜

もり

　ボランティア発
見講座　講演会「高齢期は好齢期！」
日12月6日㈬ 午前10時～正午
（午前9時30分開場）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人100人（先着）
申問11月15日㈬までに、はがきかFAXで
講演名、住所、氏名、年齢、性別、電話番
号を高齢者地域支援課（〠140－8715品川
区役所☎5742－6733  Fax5742－6882）へ
　思い出を 今を生きる力に
～認知症の人と回想法～
日11月15日㈬午後2時～3時30分
場上大崎シルバーセンター（上大崎1－3－12）
人区内在住か在勤の方35人（先着）
申問11月14日㈫までに、電話かFAXで
上大崎在宅介護支援センター（☎3473－
1831  Fax3473－1554）へ
　身近な人に思いを残す
～ライフプランノートの使い方～
生涯の暮らし方と終活を考えます。
日11月22日㈬午後2時～4時
場社会福祉協議会（大井1－14－1）　

人30人（先着）
申問11月21日㈫までに、電話で品川成年
後見センター（☎5718－7174 Fax6429－
7600）へ
　地域活動・ＮＰＯ活動入門講座
～であい・ふれあい・ささえあい～

日程（全3回） テーマ
11月17日㈮ なぜ、今、地域活動なのか
11月24日㈮ しってみよう、きいてみよう
12月1日㈮ わたしのつぎの一歩
※時間は午後1時30分～4時
場男女共同参画センター（東大井5－18－
1きゅりあん3階）　※第2回は大井第二区
民集会所（大井2－27－20）。
人地域活動やNPO活動に関心のある方
24人（先着）
申問電話か往復はがき、FAXに「入門講
座」とし、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号を地域活動課（〠140－8715品川区
役所☎5742－6605 Fax5742－6878）へ
　発達障害・思春期サポート事業　発達
特性の理解と対応ステップアップ講座
日12月9日㈯、30年1月13日㈯、2月17
日㈯ 午後2時～4時

場中小企業センター（西品川1－28－3）
人60人（先着）　￥500円（資料代）
申12月5日㈫（必着）までに、往復はがき
かEメールで講座名、希望日（複数可）、
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
（☎5742－6389 Fax3775－2000）

品川区民芸術祭2017「品川区民作品展」
日11月1日㈬～5日㈰ 午前10時～午後7時
（入場は終了30分前まで）　※1日㈬は午
後1時から、5日㈰は午後3時まで。
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内書道、写真、絵画、手工芸、華道ほか
※表彰・講評会は11月4日㈯午後2時から。
問文化観光課文化振興係

江戸前の海の物語～明治から今まで
東京海洋大学河野博教授が解説します。
日11月18日㈯午後2時～4時
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）

人60人（先着）
申問電話で、八潮図書館（☎3799－
1414 Fax3790－3442）へ
　第25回　ふれあい祭
～“ありがとう”笑顔が明日への力～
日10月29日㈰午前11時～午後3時　※雨天決行。
内みこし、クラブ・ステージ発表、模擬店、
自主製品・リサイクル自転車販売など
場問ふれあい作業所西大井（西大井4－9－
9☎3775－4585 Fax3775－0066）
※車での来場はご遠慮ください。

第16回さくら会まつり
日11月5日㈰午前10時～午後1時30分
内作品展示、ステージ、スタンプラリー、
模擬店、バザー、ゲーム、手芸体験など
場問さくら会（南大井5－19－1☎5753－
3900 Fax5753－3955）

しながわ中央公園　芝生でコンサート
ジャズをベースにスタンダードナンバー
や童謡などを演奏します。
日10月27日㈮午後4時～5時　※雨天中止。
場参問当日、しながわ中央公園（区役所前
☎5740－5037 Fax5740－5044）へ

日11月26日㈰　場しながわ区民公園（勝島3－2）
￥1ペア500円
申問11月9日㈭までに、費用を持ってスポーツ協会へ

第67回品川区民スポーツ大会（秋季）
ソフトテニス中学男子・女子

ふだんは公開されていないものを中心に、区内の指定文化財を公開します。
観覧方法／当日、直接会場へ

公開文化財 公開場所 最寄り駅

神
み こ し

輿・板垣退助の墓 品川神社（北品川3－7－15） 新馬場駅北口4分

鏝
こて

絵
え

天
あめのうずめのみこと

鈿女命功績図 寄
よ り き

木神社（東品川1－35－8） 新馬場駅北口7分

石造狛
こまいぬ

犬、奉納絵馬、戸越八幡神社のケンポナシ 戸越八幡神社（戸越2－6－23） 戸越公園駅10分

木造阿
あ み だ

弥陀如
にょらい

来坐
ざ ぞ う

像 行慶寺（戸越2－6－31） 戸越公園駅10分

孟
もうそうたけのこ

宗筍碑　※11日㈯も公開 （小山1－5－14） 不動前駅10分

伊藤博文墓 伊藤博文墓所（西大井6－10－18）西大井駅3分

木造五智如来坐像 養玉院（西大井5－22－25） 西大井駅8分

木造阿弥陀三尊像　※11日㈯正午～午後4時のみ公開 専修寺（荏原1－1－3） 戸越銀座駅10分

●11月3日㈷～5日㈰午前10時～午後4時

※法事などにより、公開されない
時間帯があります。

●期間限定公開

●通年公開　午前6時～午後5時
公開文化財 公開場所 最寄り駅

銅造地
じ ぞ う ぼ さ つ

蔵菩薩坐像
（江戸六地蔵の1つ）

品
ほんせん

川寺
南品川3－5－17

青物横丁駅3分

公開文化財 公開場所 最寄り駅
旧島津公爵家袖ヶ崎本邸洋館
（清泉女子大学本館）

清泉女子大学
東五反田3－16－21

五反田駅10分
大崎駅10分

東京文化財ウイークで品川区内の都指定文化財が公開されます

※4～6月、10～12月（各月4回）水・金曜日に見学ツアーを開催。
※詳しくは、清泉女子大学ホームページをご覧になるか、学長室本館見
学係☎3447－5551へお問い合わせください。

文化財一般公開

羽田空港機能強化に関する説明会のお知らせ
羽田空港の機能強化について、国土交通省による説明会が開催されます。

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電話などからは☎5908－2420）、環境課　（☎5742－6751 Fax5742－6853）、都市
計画課（☎5742－6760 Fax5742－6889）

日程 会場
①11月1日㈬ 京急蒲田駅改札口外コンコース（大田区蒲田4－50－10）
②11月29日㈬ 大崎ニュー・シティ1階イベント広場（大崎1－6－5）
③12月6日㈬ 品川インターシティホール棟地下1階会議室3（港区港南2－15－4）
④12月20日㈬ 恵比寿社会教育館　1階大展示室（渋谷区恵比寿2－27－18）
⑤30年2月3日㈯ 目黒区総合庁舎1階レストラン（目黒区上目黒2－19－15）
※時間は①②③④午後2時～7時、⑤午前11時～午後4時
※ほかの会場や詳細は、国土交通省ホームページ「羽田空港のこれから」 www.mlit.
go.jp/koku/haneda/をご覧ください

10月16日㈪に行われた決算特別委員会での総括質疑の様子が、ケーブルテレビ
品川で放送されます。
問い合わせ／区議会事務局（☎5742－6810 Fax5742－6895）

ケーブルテレビで放送された会議の様子は、会議終了後おおむね2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。
gikai.city.shinagawa.tokyo.jp/

区議会のケーブルテレビ放送

※質疑内容により放送の終了時間が早まる場合があります。

放送日時 会派名（放送順）

10月27日㈮
午後2時～10時

品川区議会自民党・子ども未来　品川区議会公明党
日本共産党品川区議団　民進党・無所属クラブ
無所属品川　品川・生活者ネットワーク

10月29日㈰
午後2時～10時
＜再放送＞

民進党・無所属クラブ　無所属品川
品川・生活者ネットワーク　品川区議会自民党・子ども未来
品川区議会公明党　日本共産党品川区議団

日12月3日㈰午前10時から
場日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
￥1種目400円、リレー1チーム1,000円
※1人3種目まで（リレーを除く）。
※大会記録に挑戦するチャレンジレースがあります。
主催／品川区水泳連盟
申問11月13日㈪までに、費用を持ってスポーツ協
会へ

第59回品川区民水泳大会

種目
対象 自由形 平泳ぎ 背泳 バタ

フライ
個人
メドレー リレー

小学1・2年生 25・50m
50m 50m 50m

100m

100m
小学3・4年生 25・50・100m

200m
小学5・6年生

50・100m中学生 100m 100m 100m高校生
一般 25・50m 25m 25m 25m
無差別 400m 200m

問い合わせ／庶務課文化財係（☎5742－6839 Fax5742－6890）

催　し



古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　11月1日号

　

平成29年（2017）

10/21
2059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。

長期基本計画（26～30年度） 1,000円
総合実施計画（第4次） 500円
しながわ景観ガイドプラン 1,000円
品川区景観計画 1,300円
品川区外国語生活情報誌 300円
品川区小中一貫教育要領 2,000円
品川区小中一貫教育要領特別支援教育編 700円

品川区地図（外国語版） 100円
品川区ガイドマップ 200円
品川区都市計画図（用途地域図） 800円
品川区ウオーキングマップ私の散歩道 100円

品川音頭2017 （CD）    500円
品川甚句 （CD）    500円
ハンカチ（品川歳時記） 300円
 他

しっかり学ぶしながわっこ 1,200円
新訂版  のびのび育つしながわっこ 1,200円
しながわ物語 500円
品川区まちづくりマスタープラン 2,500円
品川区まちづくりマスタープラン概要版
 500円
品川の教育 1,000円

品川区年表 1,700円
品川の歴史 1,450円
品川区史料（二）（四～十三） 各1,000円
品川区指定文化財一覧（改訂版） 1,000円
東海道中近代膝栗毛 1,000円
品川の仏像 2,000円
しながわの昔ばなし 1,000円
品川用水「溜

ため

池
いけ

から用水へ」 300円
品川　間宮社中の歴史と伝承神楽 1,000円
江戸の名僧　澤庵宗彭 1,000円
品川の富士講と山開き行事 1,000円

江戸の学問　賀茂真淵とその周辺 1,000円
高村智恵子　紙絵とその生涯 1,000円
品川拍子の伝承とあゆみ 1,000円
品川神社の太太神楽 1,000円
品川の大山信仰 1,000円
雉
き じ

子神社文書（一）（ニ） 各1,000円
むさしの国荏原 1,000円
品川の原始・古代 500円
しながわの絵馬 1,000円
品川から世界へ　サムライ海を渡る 1,000円
日本考古学は品川から始まった 1,000円

他

区役所第三庁舎3階にある区政資料コーナーをご存じですか？
　ここでは区政などについての資料の閲覧や貸し出しを行っています。その他、品川区についての様々な
書籍や冊子、地図などを販売・配布しています。
　今号では、区政資料コーナーで販売している書籍などを紹介します。贈り物などにもご利用ください。

区政とまち
歴史

地図 カード、ＣＤなど

非核平和都市品川宣言　図書カード
　（500円・1,000円）
　 品川ゆかりの浮世絵の図柄です。
絵はがき（1枚50円〈26種類〉）
　 品川歴史館とその展示品、浮世絵、江戸名所のほか、郷
土の画家竹内重雄氏の大正スケッチもあります。
オリジナル風呂敷（3,000円）
　 絵柄は、江戸時代末期に風景画家として名声を博した歌
川広重（初代）の「東海道五十三次之内　品川」をもと
に、品川区伝統工芸保存会の友禅染の職人が描いたもの
です。イベントの記念品としてもご利用ください。
クリアファイル（A4・1枚200円〈3種類〉）
　品川ゆかりの浮世絵の図柄です。

まちの鼓動  しながわ写真集（500円）
　 21世紀を迎えた品川のまちの「にぎわい・やすらぎ・
変ぼう」をテーマにした写真集です。木村伊兵衛写真
賞を受賞した中野正貴氏の撮り下ろし。区内の写真家 
石元泰博氏・長野重一氏の作品も掲載しています。区
内のすてきな風景をお楽しみください。
しながわのまちづくり（300円）
　 活力にあふれた個性あるまちづくりを地区ごとにまと
めて説明しています。

「品川区史2014
－歴史と未来をつなぐまち しながわ」

（4,500円）

写真・図版を約1,000点掲載した26年改訂の品川区史です。デー
タと映像を収録したDVDディスク2枚つきです。

 ・品川産業事始 ―日本を支えた近代産業群―（1,000円）
　 明治時代に入り、近代産業の基礎を作り上げた工場地帯が品川区の目
黒川沿いに誕生しました。その後、大正時代に入り、現在の大井町駅
付近に鉄道院大井工場などが誕生し、この付近が工場地帯に変貌する
など品川区の産業はさらなる発展を遂げました。日本の近代化に大き
く寄与した品川区の産業を取り上げながら、明治から昭和の品川区の
歴史を企業等から借用した貴重な史料から紹介しています。
 ・品川御台場 ―幕末期江戸湾防備の拠点―（1,000円）
 ・東海道品川宿（1,000円）
 ・大井  海に発展するまち（1,000円）
 ・品川鉄道事始 ― 陸

おか

蒸気が品川を走る―（1,000円）
 ・ 大井に大

おおぼとけ

仏がやってきた！
　―養玉院如来寺の歴史と寺宝―（1,000円）
 ・ 東京湾と品川 ―よみがえる中世の港町―増補改訂版（1,000円）

品川歴史館特別展図録

そ の 他 の 頒 布 物

しながわの史跡めぐり（700円）
　 史跡散歩の11のモデルコースを紹介したガイドです。まちの
歴史に触れるひとときを過ごしてみませんか。

問い合わせ／区政資料コーナー（第三庁舎3階☎5742－6614Fax5742－6599）

し
な
が
わ

わ
が
ま
ち 再 発 見
● 区政やまちがより身近に

● プレゼントに最適

● 歴史を訪ねて

見本

00円）

フィギュアスケートで使用された名曲と、新年にふさわしい愉快なオペレッタを
上演。クラシックを気軽にお楽しみください。
第1部 ピアノと歌によるフィギュア音楽
曲目：プッチーニ／歌劇『トゥーランドット』より～誰も寝てはならぬ～
ショパン／ノクターン2番、ドビュッシー／月の光 ほか
第2部 喜歌劇『こうもり』ハイライト（日本語上演）
日時／30年1月28日㈰ 午後2時開演（午後1時30分開場）
会場／スクエア荏原（荏原4－5－28）
料金／1,000円（全席指定）
発売開始／10月27日㈮
　 窓口販売  午前9時から＝スクエア荏原、きゅりあん、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＝ www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。
※就学前のお子さんは入場できません。
※託児はありません。
問い合わせ／チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA
（☎5479－4140 Fax5479－4160）

華麗なるフィギュア音楽の世界
～有名クラシック曲と喜歌劇『こうもり』～

品川文化振興事業団主催公演
チケットを購入の際に、上記販
売窓口で品川区内共通商品券
がご利用いただけるようになり
ました。

キュリアス
p
プ レ ゼ ン ツ

resents

11月20日㈪八潮北公園にスケートボード場と
フットサル場がオープン 八潮北公園（八潮1－3☎3790－2550）

●スケートボード初心者教室開催
オープンに先立ち式典と教室を開催します。ぜひご参加ください。
日時／11月19日㈰午前10時～正午
定員／20人（先着）　※中学生以下のお子さんは保護者同伴。
申込方法／10月23日㈪から、電話で住所、氏名、年齢、電話番号
を公園課公園建設担当☎5742－6801へ

問い合わせ／公園課公園建設担当（☎5742－6801 Fax5742－9127）

※フットサル場は庭球場としても利用できます。利用料金や利用方法は他の庭球場と
同じです。

スケートボード場
料金（全日）／区内在住・在勤・
在学の方＝200円、小学生以下100
円
区外の方＝400円、小学生以下200
円
利用時間／午前9時～午後9時
利用方法／公園管理事務所の窓口
で登録し、発券機で利用券を購入

フットサル場
料金（2時間）／区内チーム＝1,400円、小学生
以下700円
区外チーム＝2,800円、小学生以下1,400円
利用時間／午前9時～午後9時（4月～11月の土・
日曜日、祝日は午前7時～午後9時）
利用方法／施設予約システム（登録団体のみ）
か電話（公園運動施設予約センター☎5791－
3553）で予約

● 人権週間 講演と映画のつどい
● 区民相談室をご利用ください




